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千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部役員名簿

No 役職名 氏名 勤務校名

1 部長 藤﨑　俊浩 成田北

2 委員長 佐々木　眞人 東京学館船橋

3 副委員長 宮川　明 千葉西

4 副委員長 岩田　勲 松戸国際

5 副委員長（事務局長） 花房　淳 木更津

6 副委員長 美谷島　毅 千葉南

7 副委員長 野村　愛 和洋国府台女子

8 常任委員（IT担当） 高柳　幸哉 白井

9 常任委員（部長推薦 ） 丸山　秀之 敬愛学園

10 常任委員（部長推薦 ） 髙橋　誠一 流山おおたかの森

11 常任委員（部長推薦 ） 飯嶋　弘之 成田西陵

12 常任委員（部長推薦 ） 串戸　広弥 磯辺

13 常任委員（部長推薦 ） 石川　正英 八千代東

14 常任委員（強化 ） 飯田　武司 中央学院

15 常任委員（審判） 鈴木　敏充 光英VERITAS

16 常任委員（審判） 鈴木　高弘 千葉聖心

17 常任委員（部長推薦 ） 村瀬　芽依 松戸馬橋

18 常任委員（部長推薦・研究） 川口　実也 成東

19 常任委員（部長推薦・会計） 矢崎　遥子 松戸国際

20 常任委員（部長推薦 ） 大竹　秀美 京葉

21 常任委員（部長推薦 ） 山方　了平 流山おおたかの森

22 常任委員（部長推薦 ） 清水　翔太 国分

23 第１地区主任 萩野谷　祥 木更津総合

24 第２地区主任 宮田　鈴華 君津

25 第３地区主任 五十嵐　貴紀 茂原樟陽

26 第４地区主任 今野　裕太 市立銚子

27 第５地区主任 林　俊介 佐倉東

28 第６地区主任 石川　友治 千葉敬愛

29 第７地区主任 間宮　亮 千葉明徳

30 第８地区主任 香取　歩 敬愛学園

31 第９地区主任 森　貴紀 市立船橋

32 第１０地区主任 森　裕樹 市川昴

33 第１１地区主任 豊島　脩平 市立松戸

34 第１２地区主任 玉谷　純基 沼南

令和４年度（２０２２年）
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令和４年度千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部　事業報告

実施年月日 実　施　事　業 会　　　　　場 備考(≪結果≫の☆は千葉県代表）

令和4年4月26日(火) 第１回常任委員会 千葉県スポーツ科学センター研修室３・４ 関東大会県予選について　他

4月29日(金)
男子　ＪＦＥ体育館
女子　匝瑳市八日市場ドーム

4月30日(土)
男子　ＪＦＥ体育館
女子　千葉公園体育館

6月4日(土)

～

6月5日(日)

6月8日(水) 第２回常任委員会 千葉県スポーツ科学センター研修室３・４ 県総合体育大会について　他

6月10日(金)
男子　市川市塩浜市民体育館
女子　柏市沼南体育館

6月15日(水)
男子　市川市塩浜市民体育館
女子　ＪＦＥ体育館

6月17日(金)
男子　市川市塩浜市民体育館
女子　ＪＦＥ体育館

8月2日(火)

8月3日(水)

8月4日(木) 男子　成田市中台運動公園体育館
8月5日(金) 令和４年度千葉県高校生交流大会 女子　千葉公園体育館
8月9日(火) 男女　千葉公園体育館

7月23日(土)

～

7月28日(木)

9月7日(水) 第３回常任委員会 千葉県スポーツ科学センター研修室１ 県新人大会運営について　他

11月8日(火) 第４回常任委員会 千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所大ホール 県新人大会について　他

男子　市川市塩浜市民体育館

女子　印西市松山下公園総合体育館

11月12日(土) 男女　敬愛学園高等学校体育館

男子　重兵衛スポーツフィールド中台体育館
　　　（成田市中台運動公園体育館）

女子　ＪＦＥ体育館

男子　市川市国府台市民体育館

女子　ＪＦＥ体育館

12月17日(土)

12月18日(日)

令和5年2月10日(金) 第５回常任委員会 千葉県スポーツ科学センター研修室３・４ 委員総会運営について　他

2月10日(金)
令和４年度
千葉県高体連バドミントン専門部委員総会

千葉県スポーツ科学センター研修室１
令和４年度事業報告・決算報告
令和５年度事業計画・予算案　他

3月24日(金)
～

3月28日(火)

※　県大会の結果の詳細は、千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部のホーム・ページを御覧ください。

　　　https://chiba-hs-badminton.jp/

令和４年度第５１回
全国高等学校選抜バドミントン大会

令和４年度
関東高等学校選抜バドミントン大会
　兼
第５１回全国高等学校選抜バドミントン
大会関東地区予選会

花巻市総合体育館（岩手県花巻市）
※開会式・閉会式は行わない予定

小瀬スポーツ公園体育館（山梨県甲府市）

11月18日(金)

令和４年度
全国高等学校総合体育大会
バドミントン競技大会
高松宮記念杯　第７３回
全国高等学校バドミントン選手権大会

11月11日(日)

令和４年度
千葉県高等学校新人バドミントン大会

11月16日(水)

※　県外大会の結果については、各大会の公式ＨＰを御覧になるか別冊ファイル「県外大会結果報告」
　　（概略と公式ＨＰへのリンクがあります）を御覧ください。

令和４年度
関東高等学校バドミントン大会
千葉県予選会

令和４年度
関東高等学校バドミントン大会
　兼
第６８回
関東高等学校バドミントン選手権大会

男女　日本ﾌﾈﾝ市民ﾌﾟﾗｻﾞ（吉野川市民ﾌﾟﾗｻﾞ）
女子　とくぎんﾄﾓﾆｱﾘｰﾅ（徳島市立体育館）
男女　鳴門・大塚ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ
男女　鳴門・大塚ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ ｿｲｼﾞｮｲ武道館
（徳島県吉野川市・徳島市・鳴門市）

第７５回
千葉県高等学校総合体育大会
バドミントン競技大会

令和４年度千葉県高等学校１・２年生大会
男子　成田市中台運動公園体育館
女子　千葉公園体育館

彩の国くまがやドーム （埼玉県熊谷市）

≪結果≫学校対抗
順位 男子 女子
☆1 千葉敬愛 西武台千葉
☆2 中央学院 千葉敬愛
☆3 敬愛学園 敬愛学園
☆4 西武台千葉 千葉明徳

≪結果≫学校対抗
順位 男子 女子
☆1 敬愛学園 西武台千葉
2 千葉敬愛 千葉敬愛
3 中央学院 敬愛学園
4 西武台千葉 千葉明徳

≪結果≫男子ダブルス
☆1 石塚誠一朗・山口　紘輝 西武台千葉
☆2 梅村　尚希・伊藤　凰翔 敬愛学園
3 永柄　豪・冨田颯之介　 千葉敬愛
4 妹尾　一冴・丹羽　輝 敬愛学園

≪結果≫女子ダブルス
☆1 岡本萌奈未・竹澤みなみ 西武台千葉
☆2 林　　咲空・丹　　琴音 千葉敬愛
3 今村　汐利・藤田希瑠々 西武台千葉
4 鈴木　春花・黒川　璃子 西武台千葉

≪結果≫男子シングルス
☆1 林　顕吾 中央学院
☆2 大八木奏柊 敬愛学園
3 山口　紘輝 西武台千葉
4 井上　拓翔 敬愛学園

≪結果≫女子シングルス
☆1 岡本萌奈未 西武台千葉
☆2 竹澤みなみ 西武台千葉
3 林　咲空 千葉敬愛
4 黒川　璃子 西武台千葉

≪結果≫学校対抗
順位 男子 女子
☆1 敬愛学園 西武台千葉
☆2 千葉敬愛 千葉敬愛
3 松戸六実 千葉明徳
4 市原八幡 敬愛学園

≪結果≫男子ダブルス
☆1 野澤　快斗・永柄　豪 千葉敬愛
☆2 大八木奏柊・森　颯大 敬愛学園
3 秋本　啓太・井上　拓翔 敬愛学園
4 平尾　遼芽・沼端　達也 松戸六実

≪結果≫女子ダブルス
☆1 竹澤みなみ・黒川　璃子 西武台千葉
☆2 佐久間琴未・岩井　理香 千葉敬愛
3 冨田　希咲・長島　花音 千葉明徳
4 寺山ほのか・篠原　瑠奈 袖ヶ浦

≪結果≫男子シングルス
☆1 井上　拓翔 敬愛学園
☆2 大八木奏柊 敬愛学園
3 秋本　啓太 敬愛学園
4 永柄　豪 千葉敬愛

≪結果≫女子シングルス
☆1 竹澤みなみ 西武台千葉
☆2 佐久間琴未 千葉敬愛
3 黒川　璃子 西武台千葉
4 寺山　ほのか袖ヶ浦
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令和４年度千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部決算報告

項　目 旅　費 賃　金 消耗品費 食糧費 通信費 借損料 合　計

予算額 110,000 24,000 109,000 38,000 5,000 47,000 333,000

決算額 83,780 0 83,150 56,000 330 109,740 333,000

増　減 ▲ 26,220 ▲ 24,000 ▲ 25,850 18,000 ▲ 4,670 62,740 0

予算額 126,000 30,000 201,000 73,000 5,000 80,000 515,000

決算額 115,020 0 160,482 65,960 440 173,098 515,000

増　減 ▲ 10,980 ▲ 30,000 ▲ 40,518 ▲ 7,040 ▲ 4,560 93,098 0

予算額 135,000 28,000 163,000 84,000 5,000 94,000 509,000

決算額 107,780 0 119,700 111,830 440 173,250 513,000

増　減 ▲ 27,220 ▲ 28,000 ▲ 43,300 27,830 ▲ 4,560 79,250 ※4,000

（単位：円）

関
東
大
会
千
葉
県
予
選
会

千
葉
県
総
合
体
育
大
会

千
葉
県
新
人
大
会

※　高体連加盟校以外の参加費（木更津工業高等専門学校：団体１チーム：4,000円）
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令和 5 年度事業計画（案） 

令和５年度 千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部 行事予定 （案） 

                                    ２０２３．２．１０ 

○関東大会県予選会（学校対抗のみ６４チーム） 

４月２８日（金）男子 団体       女子 団体 

４月３０日（日）男女 団体 

第１回常任委員会（組み合わせ会議） ４月２５日）（火）１３：３０～ 

○総合体育大会（学校対抗は関東予選のベスト１６、個人は６４） 

６月１４日（水）男子 団体       女子 団体 

６月１６日（金）男子 個人ダブルス   女子 個人ダブルス 

６月１７日（土）男子 個人シングルス 

６月１８日（日）女子 個人シングルス 

第２回常任委員会（組み合わせ会議） ６月９日（金）９：３０～ 

○新人大会（学校対抗４０チーム、個人戦は６４） 

１１月１０日（金）男子 団体      女子 団体 

１１月１１日（土）男子 団体      女子 団体 

１１月１７日（金）男子 個人ダブルス  女子 個人ダブルス 

１１月１８日（土）男子 個人シングルス 女子 個人シングルス 

第４回常任委員会（組み合わせ会議）１１月７日（火）９：３０～ 

△県民二部（国体予選少年の部） 

５月７日（日）男女 シングルス  野田市関宿体育館 

△全日本ジュニア予選 

８月１０日（木） 

８月１１日（金） 

△学年別大会 １・２年生 男女シングルス 

７月２８日（金）男子 個人シングルス 女子 個人シングルス 

７月２９日（土）男子 個人シングルス 女子 個人シングルス 

△交流大会（参加条件、県大会未出場者の登録済み生徒対象） 

８月 １日（火）男子 個人シングルス 女子 個人シングルス 

８月 ２日（水）男子 個人シングルス 女子 個人シングルス 

８月 ４日（金）男女 個人シングルス 

＊第３回常任委員会 ９月６日（水）１３：３０～ 

＊委員総会（第５回常任委員会） 

令和６年２月１６日（金）９：３０～１７：００ 

◇県外大会 

全国総体   ８月１６日（水）～２１日（月）    北海道札幌市 

関東大会   ６月 ２日（金）～ ４日（日）    山梨県甲府市 

関東選抜  １２月１５日（金）～１７日（日）    神奈川県藤沢市 

全国選抜  令和６年３月２４日（日）～２８日（木） 滋賀県大津市 
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令和５年度千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部予算（案）

項　目 旅　費 賃　金 消耗品費 食糧費 通信費 借損料 合　計

予算額 110,000 24,000 128,000 48,000 5,000 47,000 362,000

備　考

大会役員
（生徒引率
以外）、諸
会議等

補助役員
の手当

大会使用
シャトル代
等

大会役員、
諸会議等
昼食代

郵送料、振
込手数料
等

大会会場、
会議室等
使用料

予算額 180,000 36,000 201,000 96,000 5,000 80,000 598,000

備　考

大会役員
（生徒引率
以外）、諸
会議等

補助役員
の手当

大会使用
シャトル代
等

大会役員、
諸会議等
昼食代

郵送料、振
込手数料
等

大会会場、
会議室等
使用料

予算額 220,000 36,000 201,000 120,000 5,000 94,000 676,000

備　考

大会役員
（生徒引率
以外）、諸
会議等

補助役員
の手当

大会使用
シャトル代
等

大会役員、
諸会議等
昼食代

郵送料、振
込手数料
等

大会会場、
会議室等
使用料

（単位：円）

関
東
大
会
千
葉
県
予
選
会

千
葉
県
総
合
体
育
大
会

千
葉
県
新
人
大
会

ただし、予算案はバドミントン専門部より提示した額であり、最終的には、昨年度の予算額と
同額になる見込みです。

※　上記の「令和５年度予算案」は、３月の高体連理事会で承認される予定。
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千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部規約 

 

第１章 名称および事務局 

 第１条  本専門部は千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部と称する。 

 第２条  本専門部の事務局を部長指定の場所に置く。 

 

第２章 目的 

 第３条  本専門部は千葉県高等学校体育連盟の規約に基づき、関係諸団体と提携し、 

      高等学校におけるバドミントンの健全なる普及・発展を図ることを目的と 

      する。 

 

第３章 事業 

 第４条  本専門部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

  １．高等学校バドミントン大会の開催・共催及び主管 

    ２．高等学校バドミントンの調査・研究及び指導・強化 

  ３．その他専門部の目的を達成するための必要な事業 

 

第４章 組織 

 第５条  本専門部は千葉県高等学校体育連盟規約第６条をもって組織する。 

 

第５章 役員 

 第６条  本専門部に次の役員を置く。 

  １．部長       １名 

  ２．委員長     １名 

  ３．副委員長    若干名 

  ４．会計委員    若干名 

  ５．常任委員    若干名 

 第７条  部長は本専門部を統括代表する。 

 第８条  委員長は委員の推薦により委員総会の承認を得て千葉県高等学校体育連盟 

会長が委嘱する。委員長は本専門部の一般業務の運営にあたる。 

 第９条  副委員長は委員の推薦により委員総会の承認を得て千葉県高等学校体育連盟 

      会長が委嘱する。副委員長は委員長を補佐する。 

 第 10 条 会計委員は委員の推薦により委員総会の承認を得て千葉県高等学校体育連盟 

会長が委嘱する。会計員は本専門部の会計一般を処理する。 

 第 11 条 常任委員は委員の推薦により委員総会の承認を得て千葉県高等学校体育連盟 

会長が委嘱する。 

  第 12 条 役員の任期は２ヶ年とする。但し再任を妨げない。 

      補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 
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第６章 会議 

 第 13 条 本専門部に次の会議を置く。 

  委員総会 

  常任委員会 

  その他部長が必要と認めた会議 

 第 14 条 委員総会は本専門部の議決機関であり、部長がこれを招集し必要事項を 

      審議・決定する。議事は出席者の過半数の同意により決定する。 

 第 15 条  常任委員会は部長がこれを招集し必要事項を審議・執行する。 

 

第７章 会計 

  第 16 条 本専門部の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第８章 事務局 

 第 17 条 本専門部事務局に次の役員を置く。 

   事務局長         １名 

   常任委員（事務局付け）  若干名 

 第 18 条 事務局は本専門部の一般事務の処理にあたる。 

 

第９章 規定 

 第 19 条 本専門部は必要に応じて別途規定を設ける事ができる。 

 

第１０章 附則 

  本規約は平成２０年２月 1５日制定とし、平成１９年度より実施とする。 
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千葉県高体連バドミントン専門部内規 

 

１ 地区を１２に分ける。 

２ 各地区の配当数は前回の大会の総参加数により配分する。 

３ 関東大会県予選は、前年の新人大会の団体戦ベスト８が推薦となり、推薦も入れて男女とも団

体戦のみ６４校でおこなう。競技方法は２ダブルス１シングルスでダブルス－シングルス－ダ

ブルスの順でおこない、シングルスとダブルスは兼ねられない。１チームの編成は５～７名と

する。 

４ 総合体育大会の団体戦は関東大会県予選のベスト１６、個人戦は新人大会ベスト８が推薦とな

り、推薦を入れてシングルス・ダブルスとも６４名または組でおこなう。団体戦の競技方法は

２ダブルス３シングルスでダブルス－ダブルス－シングルス－シングルス－シングルスの順

でおこない、第１シングルスはダブルスを兼ねられない。団体戦の１チームの編成は５～７名

とする。 

５ 新人大会は、総合体育大会において２年生以下でベスト８に入った選手または組が推薦となる。

また、ベスト８に２年生以下で３名以上入った学校は団体戦も推薦となり、推薦も入れて４０

校、個人戦シングルス・ダブルスとも６４名または組でおこなう。なお、団体戦の競技方法及

びチーム編成は総合体育大会と同様とする。 

６ 各県大会において３位決定戦は必ず行う。 

７ 県大会は１校でシングルス・ダブルスとも４名または組まで出場できる。ただし、推薦はその

数以外とする。 

８ 選手はユニホームの背面中央に学校名及び県名を日本文字で明記し、文字の色はユニホームに

鮮明に映えるものとする。また、ゼッケンを使用する場合は白の布地で縦１５㎝・横３０㎝を

基準とし、文字の色は黒または濃紺とする。 

 

 

昭和６０年４月２３日施行 

昭和６２年４月２８日改定 

平成 ５年２月１９日改定 

平成１２年２月１６日改定（８項 着衣の規定を改定） 

平成１６年２月１８日改定 

平成１９年２月１６日改定 

平成２０年２月１５日改定 
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バドミントン専門部 組合せ規定 

 

１ 前回大会のベスト８をランキング順に従ってシードする。 

（１）ベスト４のランキングにより、まず１～４位の順にシードする。 

（２）５～８位のシードは抽選とし、同一地区の学校・選手が２校または２名・２組出場して

いる場合は反対の山へ、４校または４名・４組までの場合は１／４の山へ、などのよう

に分けることを配慮する。 

   また、５～８位の順位決定戦をおこなっている場合は、その順位に従ってシードし、順

位が決定していないものについては抽選とする。 

２ 新人大会は、前大会に推薦があればそれでランキングを決め、シードする。次に前大会のベ

スト４で、かつ地区予選１位であればシードする。 

３ 前項の１・２のシードを決定した後、各地区代表の組合せを行う。 

（１）はじめに各地区の１位を入れ、次に２位を１位の反対の山に入れる。ただし、シードが

ある場合は、シードの反対の山に１位、その反対の１／４以外の山に２位を入れる。 

その時にシードがある地区で、シードの位置と１、２位が入る位置により偏りが生じる

場合は、１／４、１／８、１／１６に分けることを優先する。 

（２）その後、３位・４位の順に抽選で入れるが、同一地区の学校・選手は１／４の山に分け

るよう配慮する。 

（３）５位以下は５位・６位・７位・・・の順に抽選で入れる。同一地区の学校・選手は 

１／８の山に分けるよう配慮するものの、１／１６の山に分けることもある。 

４ 抽選の結果、前大会の初回戦と同じ対戦相手の場合には、再抽選とする。再抽選は、 

まず１／１６の山でおこない、解決しない場合は１／８の山・１／４の山・１／２の山・す

べて再抽選の順でおこなう。 

５ 各地区の抽選の順位は、はじめに抽選をおこなう。 

６ シングルスの組合せにおいて、推薦されたダブルスのペアは原則として１／２の山に分ける

ものとし、状況によって１／４の山に分けることまで認める。 

７ 前大会のダブルスのシードでペアを変更した場合は、シードと推薦から除く。ただし、ベス

ト８内同士のペアは変更してもよい。そのときのシードの位置は以下のようにする。 

 ○１～４位内の組替えの場合は、変更していないペアのランクを上げ、残った第４シードまで

の位置に入れる。 

 ○５～８位内の組替えの場合は、変更していないペアも含め、第５～８シードの位置に抽選で

入れる。 

 ○１～８位内の組替えの場合は、ベスト４の変更していないペアのランクを順に上げてシード

の位置を決め、それ以外は、変更していないペアも含めて抽選で入れる。 

 

昭和６０年４月３０日施行 

昭和６２年４月２８日改定 

平成 ５年２月１９日改定 

平成 ７年２月１５日改定（１項に追加） 

平成 ９年２月１４日改定（１．３．４項を改定） 

平成１４年２月１３日改定（３項に追加） 

平成１６年２月１８日改定 

平成１９年２月１６日改定 

平成２１年２月１３日改定 

平成２３年２月 ８日改定  
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千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部 表彰規定 

 

第 1 条 目的 

１ 関東大会県予選・総合体育大会県予選・県新人大会に出場・活躍し、成果を上げた優秀な

学校・選手を表彰することを目的とする。 

 

第２条 表彰の対象となる大会及び期間 

  １ 学校表彰については、前年度県新人大会から総合体育大会県予選までとする。 

  ２ 個人表彰については、総合体育大会県予選から県新人大会までとする。 

 

第３条 表彰基準 

  １ 学校表彰は男女別とし、前年度県新人大会・関東大会県予選・総合体育大会県予選ともベ

スト８以上の成績を修めた学校を対象とする。三大会連続の優勝校は最優秀校として表彰

する。 

  ２ 個人表彰は男女別とし、シングルスとダブルスの総合ポイント制を採用する。総合体育大

会県予選と県新人大会を対象とし、各学年上位８名を表彰する。８番目の選手が複数いる

場合は表彰対象者の枠を広げる。 

３ ３年連続で優秀選手に選ばれた者の中でポイントの総計が最も高い選手を最優秀選手と

して表彰する。 

４ ポイントはシングルス・ダブルスとも１位に１０点、２位に８点、３位に６点、４位に４

点、ベスト８に２点を与えるものとする。 

 

第４条 表彰方法 

  １ 表彰は協会・専門部併記で行う。 

  ２ 年度末の委員総会の際に該当校及び選手を表彰する。 

 

附則 

  本規定は平成１８年度千葉県新人大会から適用し、平成１９年度より実施とする。 

 

 平成２０年２月１５日施行 

 平成２１年２月１３日改定 
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