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コーチ 1・コーチ
・コーチ 2 養成講習会「バドミントン競技
養成講習会「バドミントン競技」
」

今年度から
から養成講習会は、
養成講習会は、新しく
新しく指導員が
指導員がコーチ 1・
・上級指導員が
上級指導員がコーチ
コーチ 2 となりました。
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７月１５日から
７
日から８月４
４日までの間で５
間で５回のコーチ
コーチ 1 指導者講習会が行われ
指導者講習会が行われ、さらに
さらに８月
月２４日
から９月２３
から９ ２３日の６日間で、
日間で、コーチ
コーチ 2
指導者講習会が行われ
指導者講習会が行われました。
講習会が行われ
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講師は、静岡県バドミントン協会理

第 67 回静岡県高等学校総合体育大会バドミントン競技
令和元年 5 月 18 日（土
土）19 日（
（日）
沼津市民体育館
学校対抗
令和元年 5 月 25 日（土）26
日（土） 日（
（日）
磐田市総合体育館 個人戦

事長の杉山敏充先生で コーチ１の受
事長の杉山敏充先生で、コーチ１
講生は 20 代
代から 60 代まで幅広い年代
層の方が受講されました。

コーチ 1 受講生の皆さん

また、有資格の
有資格の方が、自己研鑽の為に指導理論や指導技術の向上を
方が、自己研鑽の為に指導理論や指導技術の向上を
方が、自己研鑽の為に指導理論や指導技術の向上を図っていました。
いました。内容
内容は、
｢インフォームドコンセントの必要性と現状・スポーツと『法的知識』・バドミントンにおけ
｢インフォームドコンセントの必要性と現状・スポーツと『法的知識』・バドミントンにおけ
る『事故と予防』・「シャトルの飛行特性」（・タンブル tumble・スピン
・スピン spin 技術・スライ
技術・スラ
ス系ショット・ラギングバッグ・プレーヤーの発育・発達に応じた指導方法の抽出と指導法に
ス系ショット・ラギングバッグ・プレーヤーの発育・発達に応じた指導方法の抽出と指導法に
・スポーツ心理学
ついて・バドミントンの指導理論
つい
バドミントンの指導理論
バドミントンの指導理論・トレーニング理論
トレーニング理論・
スポーツ心理学・バドミントンの歴史
バドミントンの歴史
など｣を御教授頂きました。
など を御教授頂きました。
コーチ 2 の受講生は他県からの受講生や県内でコーチを行っている方が
の受講生は他県からの受講生や県内でコーチを行っている方が受講されました。
他県からの受講生や県内でコーチを行っている方が受講されました。
内容は、
内容は、「戦術論・技術的ディマンドについて・アジア圏の戦術・世界の戦術・ダブルス・
戦術論・技術的ディマンドについて・アジア圏の戦術・世界の戦術・ダブルス・
でアクティブラーニングを取り入れた戦術を主体と
でアクティブラーニングを取り入れた戦術を主体と
シングルス
シングルス・ミックス戦術とゲーム分析
・ミックス戦術とゲーム分析
・ミックス戦術とゲーム分析」でアクティブラーニングを取り入れた
した内容で
した内容で、受講生の皆様が、必死に自分の物にしよ
、受講生の皆様が、必死に自分の物にしよ
、受講生の皆様が、必死に自分の物にしようとする姿が見られました。
うとする姿が見られました。
また、中国選手と
また、中国選手と静岡県選手の試合を分析し、「課題の抽出、克服するためのトレーニング
静岡県選手の試合を分析し、「課題の抽出、克服するためのトレーニング
プログラムの作成、静岡の選手に対してプログラムの
プログラムの作成、静岡の選手に対してプログラムの指導、模擬試合を行い検証」
指導、模擬試合を行い検証」一連の指導
指導、模擬試合を行い検証」一連の指導
ルーティーンも行い
ルーティーンも行い身をもって体感
身をもって体感
身をもって体感していました。
していました。

コーチ 2 受講風景

アクティブラーニング
アクティブラーニング風景

【男子学校対抗】
男子学校対抗】
優 勝 富士見
準優勝 星陵
３ 位 伊東
【女子学校対抗】
優 勝 常葉大菊川
準優勝 星陵
優勝 富士見
３ 位 藤枝西
男子ダブルス
優 勝 平岡佑太・土井大和（富士見）
準優勝 竹田侑司・森 遼太（富士見）
遼太（富士見）
３ 位 髙栁 大輔・影山 幸紀（星陵）
女子ダブルス
優 勝 石上 瑠奈・鈴木 愛実（常葉大菊川）
準優勝 石黒愛莉・内田 優衣（星陵）
３ 位 西山 愛莉・秋山 萌衣奈（常葉大菊川）
男子シングルス
優 勝 土井大和（富士見）
準優勝 早川 倫矢（星陵）
３ 位 髙栁 大輔（星陵）
女子シングルス
優 勝 石上 瑠奈（常葉大菊川）
準優勝 鈴木 彩也花（星陵）
３ 位 内田 優衣（星陵）

～受講生の声～
・コーチ 2 を受けるのはまだ早いとも思いましたが受講し、
を受けるのはまだ早いとも思いましたが受講し、検証し
検証し計画を立てる事
計画を立てる事「課題の抽
課題の抽

優勝 常葉大菊川

優勝 土井
（富士見）
土井・平岡（富士見）

優勝 土井

優勝 鈴木・
（常葉大菊川）
・石上（常葉大菊川）

優勝 石上

出、克服するためのトレーニングプログラムの作成、プログラムの
出、克服するためのトレーニングプログラムの作成、プログラムの実行、検証
、検証」この流れの重
」この流れの重

公益財団法人 日本バドミントン協会 功労賞・顕讃賞
功労賞・顕讃賞

要性と、そこに理論に基づく戦術・技術が加わる
要性と、そこに理論に基づく戦術
加わることで、より卓越した指導展開が期待できる
ことで、より卓越した指導展開が期待できる

現名誉会長）より授与されました。
会長）より授与されました。
本年６月に綿貫民輔（
本年６月に綿貫民輔（現名誉
功労賞は日本バドミントン協会の発展のため顕著な功績のあった個人
功労賞は日本バドミントン協 の発展のため顕著な功績のあった個人
及び団体で
及び団体で、杉山理事長が受賞されました。
顕讃賞はバドミントン選手育成、振興に
顕讃賞はバドミントン
育成、振興に
特に功績のあった
に授与されます。
特に功績のあった方に授与されます。

イメージが付き
イメージが付き選手への指導
選手への指導が一段と楽しみに
一段と楽しみに
なりました。
・講習会で
講習会では指導者としての意識や各地域の方
は指導者としての意識や各地域の方
と繋がりを作らせて頂き
と繋がりを作らせて頂きました。
繋がりを作らせて頂きました。
今回学んだ事
今回学んだ事や繋がり
や繋がりを活かして、
を活かして、他の地域の
他の地域の
選手との交流会を計画していきたいと思います。
選手との交流会を計画していきたいと思います。
コーチ 2 受講生の皆さん
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