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「羽ねっこ」指導について

第３２回東海小学生バドミントン選手権大会 個人戦 予選会

「羽ねっこ」の活動も 2 年目を迎えることが出来ました。
先ずはこの場を借りて日頃よりご支援を頂いている県協
会、関係者各位に心より感謝申し上げます。先月、活動の
様子が静岡新聞に掲載されました。ついては僭越ではあり
ますが「羽ねっこ」が行っている「指導について」紹介さ
ますが「羽ねっこ」が行っている「指導について」紹介さ
せて頂きます。当教室は約９割が初心者、若しくは始めて
間もない子供です。月１回２時間の限られた時間の中でよ
り多く打たせ、
り多く打たせ、「上達しながら楽しく継続してもらう事」
「上達しながら楽しく継続してもらう事」
静岡新聞 中部版に掲載
を目標にしています。
しかし、基本から逸脱した 特にグリップなど)
しかし、基本から逸脱した(特にグリップなど
)楽しさは将来どこかで上達が阻まれます。
楽しさは将来どこかで上達が阻まれます。
例えとして子供にはシャツのボタンの掛け違いの話をします。ボタンの場合は正しく掛け直せば良い
ですが、一度体が覚えた運動をリセットすることは非常に困難です。従って初心者に教える我々の責
任は非常に重く、指導者自らの自己研鑽も不可欠です。また技術以外に日頃の生活態度や礼儀などを
任は非常に重く、指導者自らの自己研鑽も不可欠です。また技術以外に日頃の生活態度や礼儀などを
教える事も非常に大きな要素だと考えます。子供達には「羽ねっこ」で学んだ事を中学、高校に繋げ
てもらい、ひとりひとりが大きく羽ばたいて欲しいものです。 羽ねっこ 主任コーチ 川口 明広
ジュニアバドミントン教室｢羽ねっこ｣は、小学生を対象に毎月第３土曜
日を基本に月１回、静岡市東部体育館を主会場に行っています。
午前、午後の２部制で、午前の部を初心者、午後の部を経験者対象に募集
しています。バドミントン競技への関心は高く、元年度後期には、静岡市
を中心に多くの小学校から約 90 名の参加者が集まりました。
しかし、コロナ感染防止のため３ヶ月の中断をへて６月から再開し、教室
再開を待ちわびた受講生が集まりました。令和２年度は、新型コロナウイ
羽ねっこコーチの皆さん
ルス感染に伴うバドミントン活動ガイドラインに沿いながら、児童の健康
管理を第１に考えた指導を行っています。また、限られた時間で有効な指導を行うために、事前にコ
ーチ会議を開いて練習計画を作成し、指導スタッフ共通理解のもと、熱い心で指導を行っています。
ーチ会議を開いて練習計画を作成し、指導スタッフ共通理解のもと、熱い心で指導を行っています。
さらに後期からは、児童を含めた家庭みんなでバドミントンに関心をもって取り組んでもらうために、
テキストの配布も行いました。グリップ・フットワーク・素振りなど、家庭でもできるバドミントン
トレーニングの紹介を行っています。こんな時だからこそスポーツの果たす役割は大きく、バドミン
トン競技を通して、困難に負けない強い心と体の育成をめざし、スタッフが一丸となって取り組んで
います。
羽ねっこ 運営・会場責任者 實石 紀満子

審判ルールの改正について

静岡県バドミントン協会 審判委員長 若松 誠

令和２年９月１２日
令和
９月１２日（女子の部
女子の部）１９
１９日（男子の部
男子の部）吉田町総合体育館
）吉田町総合体育館
６年男子ダブルス
優勝 山口 瀬名・河角 大輝(富士中央
富士中央)
２位 齋藤 響・渡邉 太陽
太陽(富士山))
３位 芹澤 大心・佐藤 周亮(御殿場
御殿場)
５年男子ダブルス
優勝 鈴木 一嘉・小林 司(どんぐり
どんぐり)
２位 野中 陸杜・大角 菖馬(岩松))
３位 杉本 澪・日野 楽詠
楽詠(西豊田))
４年男子ダブルス
優勝 鈴木 彪吾・山田 源(どんぐり
どんぐり)
２位 松村 朔春・駒坂 航士(御殿場
御殿場)

６年男子シングルス
優勝 山下 陸翔 (富士中央）
富士中央）
２位 岩村 春希 (富士山）
３位 中野 開仁 (岩松）
５年男子シングルス
優勝 柘植 太壱 (広幡）
２位 伊藤 駿翔 (広幡）
３位 遠藤 航 (吉田）
(
４年男子シングルス
優勝 山下 瑛翔 (富士中央）
富士中央）
２位 西山 絢兜 (富士中央）
富士中央）
３位 住吉 朝陽 (富士中央）
富士中央）

６年女子ダブルス
優勝 五十右 夕芽・安間 心咲(広幡
広幡）
２位 山崎 咲七・深田 夏妃(大井川）
大井川）
３位 樋口 希花・廣野 奈央(富士山）
富士山）
５年女子ダブルス
優勝 加藤 好夏・折原 楓菜(島田六合）
島田六合）
２位 村松 京華・吉永 優菜(吉田）
吉田）
３位 大石 萌乃・松浦 楓羽(吉田）
吉田）
４年女子ダブルス
優勝 松浦 愛珠・黒田 遥香(広幡）
広幡）
２位 岡村 心花・比江島 紗英(広幡）
広幡）
３位 富永 夕都・阿部 楓(富士中央）
富士中央）
６年女子シングルス
優勝 天野 祐希(広幡）
広幡）
２位 河原 結衣(西豊田）
西豊田）
３位 山田 百花(藤枝）
藤枝）
５年女子シングルス
優勝 長谷川 翼咲(広幡）
広幡）
２位 清 未玲亜(富士山）
富士山）
３位 良知 さあや(広幡）
広幡）
４年女子シングルス
優勝 御宿 芽衣(御殿場）
御殿場）
２位 小林 陽与吏(どんぐり
どんぐり)
３位 五十右 帆香(広幡）
広幡）

男女ダブルス・男女シングルス優勝者の皆さん
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５年男子ダブルス
どんぐり)
４位 鈴木 一嘉・小林 司(どんぐり
４年男子シングルス
４位 山下 瑛翔 (富士中央）
富士中央）

６年女子シングルス
３位 天野 祐希 (広幡）
５年女子シングルス
３位 長谷川 翼咲 (広幡）

４年女子ダブルス

広幡）
優勝 松浦 愛珠・黒田 遥香(広幡）
４年女子シングルス
２位 五十右 帆香 (広幡）
広幡）

岐阜県は全小開催権だったため出場していません。結果３位までに 全小の代替大会である
日本小学生バドミントンファスティバル IN くまがや への出場権が与えられました。

回静岡県小学生バドミントン大会
第１３回静岡県小学生バドミントン大会
令和２年１１月１５日（日
島田ローズアリーナ 藤枝中央小学校 ２会場分散開催
令和２年１１月１５日（日）島田ローズアリーナ

コロナウイルスの中にも皆様が健やかにお過ごしになっていますようお祈りいたします
コロナウイルスの中にも皆様が健やかにお過ごしになっていますようお祈りいたします。
。
2 点ほどルール関連についてお話をします。
1 点目は２０１９年度よりＮＢＡでもサービス高１１５ｃｍが採用され、
は２０１９年度よりＮＢＡでもサービス高１１５ｃｍが採用され、２０２１年度よ
りサービス高測定器が義務化され、使用の器具は検定合格品となります。
サービス高測定器に集中してしまうと他のサービスフォルトがとりにくく、慣れを必要
とする器具です。
2 点目は試合前
は試合前のウォームアップです。
のウォームアップです。
今まではウォームアップ 3 分間と言われたら、
分間と言われたら、3
3 分間打ち合い、それから準備して選手紹介でしたが、
次のように変わりました。
「トス後、出来る限り早く主審は審判台に上り、ストップウォッチをスタートさせてウォームアップ
となりました。
時間を計測し、試合開始の「ラブオールプレー」のコールでウォームアップが終わる」
時間を計測し、試合開始の「ラブオールプレー」のコールでウォームアップが終わる」となりました。
簡潔に言うとトス後、
簡潔に言うとトス後、3 分で試合を始めなさいとの解釈になります。
主審のマネージメントが問われます。
例えば、直ぐに試合できる服装なら練習時間 2 分、選手紹介 1 分、又は選手がジャージ等着たまま練
習なら脱衣時間も含めて練習時間 1 分、脱衣時間 1 分、選手紹介 1 分と与えられた時間の中で主審が
臨機応変に対応していかなければなりません。
今後も毎年多少変わるルール、少しでも関心を持ち変化に対応していってもらいたいと思います。

1・2 年男子シングルス
優勝 勝又陽翔（ＳＢＣ）
２位 鈴木奏哉（広幡）
３位 黒田颯真（広幡）

６年男子シングルス
優勝 山下陸翔(富士中央）
山下陸翔 富士中央）
２位 勝又悠翔（ＳＢＣ）
３位 青島士恩（岩松）

６年女子シングルス
優勝 天野祐希（
（広幡）
２位 村井怜未（ＮＳＹ）
３位 五十右夕芽（広幡）

５年男子シングルス
優勝 柘植太壱(広幡）
柘植太壱 広幡）
２位 横山真士（吉田）
３位 小林司（どんぐり）

５年女子シングルス
優勝 長谷川翼咲
長谷川翼咲（広幡）
２位 良知さあや（広幡）
３位 清未玲亜（富士山）

４年男子シングルス
優勝 剱持蓮（ＳＢＣ）
２位 西山絢兜（富士中央）
３位 松村朔春（御殿場）

４年女子シングルス
優勝 御宿芽衣（
（御殿場）
２位 松浦愛珠（広幡）
３位 黒田遥香（広幡）

３年男子シングルス
優勝 山田源（どんぐり）
２位 伊藤龍護（広幡）
３位 石井良磨（西豊田）

６年女子
子
３年女子シングルス
シングルス
優勝 五十右帆香（広幡）
２位 小林陽与吏（どんぐり）
３位 富永夕都（富士中央）

1・2 年女子シングルス
優勝 池内美月（広幡）
２位 大石琴菜（島田六合）
３位 鈴木稟佳（どんぐり）

６年男子
シングルス

