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「今、スポーツ競技団体に
求められるもの」
（スポーツ団体ガバナンスコード）

静岡県バドミントン協会
理事長 杉山 敏充
スポーツ競技団体はスポーツを愛好する多くの
人達の自発的努力によりその普及、振興が成され心
身の健康増進や地域の活性化、社会の発展に多くの
貢献をしてきた。
私達の愛するバドミントン競技も中央競技団体
（NF）として日本バドミントン協会が 1946 年（昭
和 21）に設立されその後、全国都道府県の各地にそ
の普及・振興の担い手となる協会が次々と設立をさ
れてきた。
静岡県バドミントン協会も 1949 年（昭和 24）に設
立され本年で 72 年の歴史を刻むことになるが今で
は加盟する連盟、クラブ、市町協会の主体的な努力
により適切な組織的運営が行われ県内スポーツ文
化の向上に大きく寄与している。
ただ、このようなスポーツ団体では競技に関係する
熱心な人達の善意やボランティア精神によって支
えられた組織運営がその根幹として長期間行われ
てきた実態があり近年の大会の普及、拡大化に伴う
組織の人的・財政的業務の煩雑化に伴うその責任の
所在やコンプライアンス意識の徹底などガバナン
ス機能が万全に確保されているとは思えない現状
も無視できない課題となっている。
そんなことから、スポーツ庁は平成 30 年 12 月に
「スポーツ・インテグリティ（誠実性・高潔性）の
確保に向けたアクションプラン」に於いてスポーツ

「副会長就任にあたって」
静岡県バドミントン協会
副会長 井手 昌子
今年度より県協会副会長に就任いたしました。
未だ経
験不足を感じる中で更なる重責を担うことに戸惑って
います。少しでもお役に立てるよう、執行部役員会や
常任理事会では確かな情報を収集し発信できるよう、
役員として努力する所存です。
さて、昨年から新型コロナ感染拡大の影響で各種事業
は全て中止となり、とても残念に思いました。私の所
属するレディースでも、これまで培ってきた会員同士
の繋がりが希薄になってしまうのではとの懸念もあり
ましたが、何回ものリモート会議で前向きな気持ちに
変わりました。

基本法に規定するスポーツ団体における自ら遵守
すべき基準の作成、適切な組織運営を行う上での原
則、規範として 13 の原則からなるスポーツ団体向
け「ガバナンスコード」を本年 6 月に策定し事業の
運営、促進の遵守に努めるべきとしステークホルダ
ー（利害関係者）等への自主的説明や結果の定期的
公表などの対応を促したのである。
このような状況の中、私達の中央競技団体（NF）で
ある（公財）日本バドミントン協会は先の役員会に
於いて加盟の全国都道府県協会に対して「本ガバナ
ンスコード」の各原則、規定に照らした運営が行わ
れているかのセルフチェックに取り組むべく指示、
伝令を図ったのである。
静岡県バドミントン協会としては言うまでもなく
公共の団体に相応しい適正な運営、「協会規約」に
基づくコンプライアンス、ガバナンスの確保に向け
て引き続きその遵守に努めるものでありますが「本
ガバナンスコード」に関しては加盟の団体、連盟、
クラブチームに対しての説明会を開催するなどし
て事業活動の健全運営のための喚起を促し情報提
供や研修・研鑚会等々各団体・クラブチームの多様
性を活かした運営の支援に力を傾注したいと考え
るものでございます。

スポーツ団体ガバナンスコード

セルフチェックシート

＜一般スポーツ団体向け＞

こんな時だからこそ役割や意義を考え、不安な人へ
の配慮もできる活動をと動き始めました。今年度に
入り、少しずつ各競技の大会開催の兆しも見え始
め、レディース連盟でも皆さんの協力により、コロ
ナ感染予防策を講じながらの開催ができるように
なってきました。いざ開催となると、事前に感染対
策を入念に確認し、大会終了時には反省点をチェッ
クし、開催日以降２週間が無事に経過することを願
うのです。
コロナ禍での開催は大きな責任を伴いますが、参
加者が久しぶりの再会を喜んでいる様子を見ると、
開催できて良かったと思います。あらためて、バド
ミントンの結ぶ縁は大切だと感じ、今後も無理のな
い範囲で活動を続けていけたら嬉しいです。
結びに、今後の県協会の予定事業が円滑に、そし
て安心して開催ができますように、会員皆さまの更
なるご支援ご協力をお願いいたします。

第４回静岡小学生スプリング大会(５年・６年)
(４年・３年・１･２年)

令和３年４月３日 御殿場市体育館
令和３年４月１０日 島田ローズアリーナ

男子シングルス
６年 優勝 柘植太壱(広幡)
準優勝 伊藤駿翔(広幡)
3 位 横山真士(吉田)
５年 優勝 剱持 蓮(ＳＢＣ)
準優勝 伊井亜藍(広幡)
3 位 西山 絢兜(富士中央)
男子ダブルス
４年 優勝 山田 源(どんぐり)
６年 優勝 横山真士・遠藤航(吉田)
準優勝 伊藤龍護(広幡)
準優勝 柘植太壱・伊藤駿翔(広幡)
3 位 小宅瑛人(藤枝)
3 位 尾﨑 翔・畑岡 優成(ワールド)
３年 優勝 勝又 陽翔(ＳＢＣ)
５年 優勝 山下 瑛翔・西山 絢兜(富士中央)
準優勝 鈴木奏哉(広幡)
準優勝 剱持 蓮・勝又 陽翔(ＳＢＣ)
3 位 黒田颯真(広幡)
3 位 鈴木 彪吾・山田 源(どんぐり)
1･2 年優勝 内薗 那月(島田六合)
４年 優勝 渡辺 修万・佐野 尚輝(富士山)
準優勝 阿部 蒼空(富士中央)
準優勝 増田海里・石田幸也(吉田)
3 位 花田 紘也(富士山)
3 位 大島 夏生・岡村 航希(御殿場)
女子シングルス
３年 優勝 鈴木奏哉・黒田颯真(広幡)
６年 優勝 長谷川翼咲(広幡)
準優勝 北川昊瑛・中山義生(御殿場)
準優勝 良知さあや(広幡)
3 位 平島勇弥・八木竜之丞(広幡)
3 位 清 未玲亜(富士山)
女子ダブルス
５年 優勝 御宿 芽衣(御殿場)
６年 優勝 長谷川翼咲・良知さあや(広幡)
準優勝 黒田遥香(広幡)
準優勝 尾崎 智那・小城 あおい(湖西)
3 位 松浦愛珠(広幡)
3 位 清 未玲亜・佐藤 花奈(富士山)
４年 優勝 五十右帆香(広幡)
５年 優勝 松浦愛珠・黒田遥香(広幡)
準優勝 小林 陽与吏(どんぐり)
準優勝 馬飼野 心咲・遠藤 莉菜(富士山)
3 位 富永 夕都(富士中央)
3 位 比江島紗英・岡村心花(広幡)
３年 優勝 杉浦 星那(島田六合)
４年 優勝 田巻 亜夢・花田 珠菜(富士山)
準優勝 石原理來(岩松)
準優勝 富永 夕都・阿部 楓(富士中央)
3 位 菊池 奏羽(ワールド)
3 位 伴 茉那香・樋口 栞(湖西)
1･2 年優勝 鈴木 稟佳(どんぐり)
３年 優勝 菊池 奏羽・阿蘇 かがり(ワールド)
準優勝 大石 琴菜(島田六合)
準優勝 岩渕 詞音・石原 理來(岩松)
3 位 池内美月(広幡)

第３７回若葉カップ全国小学生バドミントン大会

静岡県予選会
令和３年 5 月 8 日 沼津市民体育館

男子優勝

富士中央バドミントンクラブ

準優勝 広幡バドキッズ
３位
どんぐりジュニア
３位
吉田バドミントン Jr

女子優勝

広幡バドキッズ

準優勝 富士山バドミントンクラブ
３位
島田六合ジュニアバドミントンクラブ
３位
吉田バドミントン Jr

優勝者の皆さん

第２２回ダイハツ全国小学生ＡＢＣバドミントン大会 静岡県予選会選手の皆さん

飛躍する、プレーヤーを応援!!
令和３年 7 月 3 日の第８回静岡県小学生ダブルス大会（御殿場市体育館）は、大雨のため大会中止となりました。

