
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度のコーチ１養成講習会は、

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

急遽、東部生涯学習センターに変更し講義は行われました。

コーチ２養成講習会は、

会議室から静岡県スポーツ協会

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

コーチ

例年は

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

 

 

 

 

 

コーチ１は、｢バドミントンの

の歴史など｣を御教授頂きました。

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

計画立て、実践指導方法なども、身をもって体感していました。

コーチ

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

など内容が豊富で、受講生の皆様が

コーチ

シングルスにおいてサーバーが、ロングハイサービス

①狙い場所②シャトルの飛行（軌跡）③落下角度を答えなさい。

また、その根拠もそれぞれ戦術的な観点に則り述べなさい。

コーチ

≪戦術論≫

≪バドミントン的視力

・心拍数によるトレーニング方法

・RICE

 

静岡県バドミントン協会事務局
〒

TEL

E

コーチ

指導実践の為の選手の皆さん

今年度のコーチ１養成講習会は、

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

急遽、東部生涯学習センターに変更し講義は行われました。

コーチ２養成講習会は、

会議室から静岡県スポーツ協会

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

コーチ 2 が 13

例年は有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

コーチ１は、｢バドミントンの

の歴史など｣を御教授頂きました。

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

計画立て、実践指導方法なども、身をもって体感していました。

コーチ 2 は「戦術」

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

など内容が豊富で、受講生の皆様が

コーチ課題の一例

シングルスにおいてサーバーが、ロングハイサービス

①狙い場所②シャトルの飛行（軌跡）③落下角度を答えなさい。

また、その根拠もそれぞれ戦術的な観点に則り述べなさい。

コーチ 1・２の主な講義項目

≪戦術論≫ ≪アジア圏の戦術考察実践≫

バドミントン的視力

・心拍数によるトレーニング方法

RICE 処置法

（8） 

静岡県バドミントン協会事務局
〒421-0113

鈴木
TEL 090-

E-mail shizuokakenbadkyokai@

コーチ１養成講習会

コーチ 2 養成講習会参加者の皆さん

指導実践の為の選手の皆さん

令和 3

コーチ１・コーチ２養成講習会について

今年度のコーチ１養成講習会は、

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

急遽、東部生涯学習センターに変更し講義は行われました。

コーチ２養成講習会は、

会議室から静岡県スポーツ協会

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

13 名で、20

有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

コーチ１は、｢バドミントンの

の歴史など｣を御教授頂きました。

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

計画立て、実践指導方法なども、身をもって体感していました。

は「戦術」戦術を学ぶことにより技術的ディマインドとして数多くのヒッティング

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

など内容が豊富で、受講生の皆様が

課題の一例 

シングルスにおいてサーバーが、ロングハイサービス

①狙い場所②シャトルの飛行（軌跡）③落下角度を答えなさい。

また、その根拠もそれぞれ戦術的な観点に則り述べなさい。

・２の主な講義項目

≪アジア圏の戦術考察実践≫

バドミントン的視力≫…

・心拍数によるトレーニング方法

処置法 

静岡県バドミントン協会事務局
0113 静岡市駿河区下川原

鈴木 利幸
-3957-0971

shizuokakenbadkyokai@

コーチ１養成講習会

養成講習会参加者の皆さん

指導実践の為の選手の皆さん

3 年度 

コーチ１・コーチ２養成講習会について

今年度のコーチ１養成講習会は、

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

急遽、東部生涯学習センターに変更し講義は行われました。

コーチ２養成講習会は、9 月 19

会議室から静岡県スポーツ協会 2

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

20 代から

有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

コーチ１は、｢バドミントンの指導理論・トレーニング理論・スポーツ心理学・バドミントン

の歴史など｣を御教授頂きました。

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

計画立て、実践指導方法なども、身をもって体感していました。

戦術を学ぶことにより技術的ディマインドとして数多くのヒッティング

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

など内容が豊富で、受講生の皆様が

シングルスにおいてサーバーが、ロングハイサービス

①狙い場所②シャトルの飛行（軌跡）③落下角度を答えなさい。

また、その根拠もそれぞれ戦術的な観点に則り述べなさい。

・２の主な講義項目 

≪アジア圏の戦術考察実践≫

≫…視細胞および脳の処理能力の観点

・心拍数によるトレーニング方法

静岡県バドミントン協会事務局
静岡市駿河区下川原

利幸 
0971 

shizuokakenbadkyokai@

コーチ１養成講習会風景 

養成講習会参加者の皆さんと

指導実践の為の選手の皆さん 

 日本スポーツ協会公認バドミントン

コーチ１・コーチ２養成講習会について

今年度のコーチ１養成講習会は、7 月 18 日から

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

急遽、東部生涯学習センターに変更し講義は行われました。

19 日から 10

2 階会議室に変更し行われました。

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

代から 60 代まで幅広い年代層の方が受講されました。

有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

指導理論・トレーニング理論・スポーツ心理学・バドミントン

の歴史など｣を御教授頂きました。 

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

計画立て、実践指導方法なども、身をもって体感していました。

戦術を学ぶことにより技術的ディマインドとして数多くのヒッティング

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

など内容が豊富で、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。

シングルスにおいてサーバーが、ロングハイサービス

①狙い場所②シャトルの飛行（軌跡）③落下角度を答えなさい。

また、その根拠もそれぞれ戦術的な観点に則り述べなさい。

≪アジア圏の戦術考察実践≫ 

視細胞および脳の処理能力の観点

・心拍数によるトレーニング方法 

静岡県バドミントン協会事務局 
静岡市駿河区下川原 6-13-10 

shizuokakenbadkyokai@yahoo.co.jp

 

と 

日本スポーツ協会公認バドミントン

コーチ１・コーチ２養成講習会について

日から 8 月

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

急遽、東部生涯学習センターに変更し講義は行われました。

10 月 17 日の

階会議室に変更し行われました。

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

代まで幅広い年代層の方が受講されました。

有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

指導理論・トレーニング理論・スポーツ心理学・バドミントン

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

計画立て、実践指導方法なども、身をもって体感していました。

戦術を学ぶことにより技術的ディマインドとして数多くのヒッティング

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

、必死に自分の物にしようとする姿が見られました。

シングルスにおいてサーバーが、ロングハイサービス

①狙い場所②シャトルの飛行（軌跡）③落下角度を答えなさい。

また、その根拠もそれぞれ戦術的な観点に則り述べなさい。

 ≪世界の戦術考察実践≫

視細胞および脳の処理能力の観点

 

yahoo.co.jp 

静岡県バドミントン協会広報委員会
〒416

TEL&FAX

E-mail

日本スポーツ協会公認バドミントン

コーチ１・コーチ２養成講習会について

月 28 日の

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

急遽、東部生涯学習センターに変更し講義は行われました。 

日の 6 日間で、こちらも草薙陸上競技場

階会議室に変更し行われました。

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

代まで幅広い年代層の方が受講されました。

有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

指導理論・トレーニング理論・スポーツ心理学・バドミントン

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

計画立て、実践指導方法なども、身をもって体感していました。

戦術を学ぶことにより技術的ディマインドとして数多くのヒッティング

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

、必死に自分の物にしようとする姿が見られました。

シングルスにおいてサーバーが、ロングハイサービスをする際 

①狙い場所②シャトルの飛行（軌跡）③落下角度を答えなさい。

また、その根拠もそれぞれ戦術的な観点に則り述べなさい。 

≪世界の戦術考察実践≫

視細胞および脳の処理能力の観点  

静岡県バドミントン協会広報委員会
416-0909 静岡県富士市松岡

長島 
TEL&FAX0545

mail  kouhounagasima@gmail.com

コーチ１養成講習会参加者の皆さん

日本スポーツ協会公認バドミントン

コーチ１・コーチ２養成講習会について 

日の 5 日間で行われました。

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

日間で、こちらも草薙陸上競技場

階会議室に変更し行われました。 

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

代まで幅広い年代層の方が受講されました。

有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

指導理論・トレーニング理論・スポーツ心理学・バドミントン

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

計画立て、実践指導方法なども、身をもって体感していました。 

戦術を学ぶことにより技術的ディマインドとして数多くのヒッティング

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

、必死に自分の物にしようとする姿が見られました。

 

①狙い場所②シャトルの飛行（軌跡）③落下角度を答えなさい。 

≪世界の戦術考察実践≫ 

  ・動体視力と反射神経

静岡県バドミントン協会広報委員会
静岡県富士市松岡

 稔 
0545-61-2226

kouhounagasima@gmail.com

コーチ１養成講習会参加者の皆さん

日本スポーツ協会公認バドミントン 

日間で行われました。

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

日間で、こちらも草薙陸上競技場

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が

代まで幅広い年代層の方が受講されました。 

有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。

指導理論・トレーニング理論・スポーツ心理学・バドミントン

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

戦術を学ぶことにより技術的ディマインドとして数多くのヒッティング

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成

、必死に自分の物にしようとする姿が見られました。

・動体視力と反射神経

静岡県バドミントン協会広報委員会
静岡県富士市松岡 1515

2226 

kouhounagasima@gmail.com

コーチ１養成講習会参加者の皆さん

日間で行われました。 

コロナ感染症対策に伴い、予定しておりました東部体育館の多目的ホールがつかえなくなり

日間で、こちらも草薙陸上競技場

共に講師は、静岡県バドミントン協会理事長の杉山敏充先生で、受講生はコーチ１が 20 名・

 

有資格が自己研鑽の為に参加しご協力をお願いしておりましたが、コロナ感染症対策

に伴い本年度は控えさせていただきました。内容は、多岐にわたり抜粋し掲載いたします。 

指導理論・トレーニング理論・スポーツ心理学・バドミントン

受講生は講義内容を基に、ご自身の指導対象者に合わせた、課題克服のためのトレーニング

戦術を学ぶことにより技術的ディマインドとして数多くのヒッティング

技術のトレーニング方法や、戦術ディマインドは試合における戦術論を複数の項目に分けて

御教授頂きました。さらに、ゲーム分析からそれに基づくトレーニングプログラムの作成  

、必死に自分の物にしようとする姿が見られました。 

・動体視力と反射神経 

静岡県バドミントン協会広報委員会 
1515-12 

kouhounagasima@gmail.com 

コーチ１養成講習会参加者の皆さん 
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