
令和３年度 競技力向上強化練習（１２月） 

バドミントン競技 開催要項 

 

１．主催   公益財団法人北海道体育協会   北海道バドミントン協会 

 

２．主管   北海道バドミントン協会 選手強化委員会 

 

３．期日   男子：令和３年１２月２７日（月） 

女子：令和３年１２月２８日（火） 

 

４．目的   令和５年度 北海道インターハイにおいて北海道内の選手の上位進出を目指し、 

高校１年生と中学校３年生の競技力向上を図る 

※目的に相応しくない選手の参加は認めません。また、途中でも帰宅させる等の措置を

講ずる場合があります。以上のことに留意した上で、本練習に臨んでください。 

※中学校３年生については北海道内の高校への進学を希望する者のみ参加を認めます。 

 

５．会場    東野幌体育館 （住所／江別市東野幌町 28-23    電話／011-382-5000） 

 

６．日程 

【１２月２７日（月）男子 ／ １２月２８日（火）女子】 

 

・９：００までに練習会場に集合してください。解散時刻は１７：００となります。 

・昼食、補食、飲み物等は各自で準備してください。 

 

７．費用   シャトル、その他諸経費を含め１人１，０００円を徴収します。 

当日の朝に本部でお支払いください。 

 

８．指導者  

北海道バドミントン協会 選手強化委員 

吉田 仁（コンサドーレ）  松本 章（ＪＲ北海道）   竹村 純（ＪＲ北海道）   

渡邊 一磨（ＪＲ北海道）  村井 秀樹（ＮＴＴ北海道） 竹内 雅明（北翔大学） 

下苧坪 英雄（旭川実業）  戸田 昌宏（札幌北斗）   井上 健一（旭川商業） 

妹尾 将義（とわの森三愛） 相澤 俊彰（帯広大谷）   大島 健史（札幌龍谷） 

佐々木 理恵（札幌藻岩）  福本 敏洋（札幌平岡中）  横川 典明（帯広第一中） 

石田 圭大（江別中央中）  早坂 幸平（中川中）    宮下 香織（ＪＲ北海道） 

中村 隆志（森中）     渡辺 成（札幌簾舞中）   林 和弘（日高西部消防） 

二谷 優吾（旭川東明中） 
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９．参加対象選手 

【男子】 

 氏名 所属・学年 参考結果 

1 河北 勝希 札幌龍谷１年 南ジュニアＳ１・Ｄ１  選手権Ｄ１ 

2 磯野 佑斗 札幌龍谷１年 南ジュニアＳ８  選手権Ｓ１６・Ｄ８ 

3 盛 寛太 札幌龍谷１年 南ジュニアＳ８ 

4 松本 悠汰 帯広大谷１年 選手権Ｓ１６ 

5 髙橋 悠 帯広第一中３年 中体連Ｓ１ 

6 髙橋 輝 砂川中３年 中体連Ｓ２ 

7 佐藤 楓起 江別中央中３年 中体連Ｓ３ 

8 津川 祐太 あいの里東中３年 中体連Ｓ８ 

9 菅原 陸翔 北光中３年 中体連Ｓ８ 

10 廣瀨 優希 勇舞中３年 中体連Ｓ８ 

11 澤口 郁弥 勇舞中３年 中体連Ｓ８ 

12 大山 一樹 愛宕中３年 中体連Ｄ１ 

13 野藤 琉星 愛宕中３年 中体連Ｄ１ 

14 片桐 梗瑛 帯広第一中３年 中体連Ｄ２ 

 

【女子】 

 氏名 所属・学年 参考結果 

1 山家 くるみ とわの森三愛１年 南ＩＨ予選Ｓ２  選手権Ｓ２ 

2 竹内 紅葉 札幌静修１年 南ジュニアＳ２・Ｄ４  選手権Ｓ４ 

3 藤井 りる とわの森１年 南ジュニアＳ４・Ｄ４  選手権Ｄ８ 

4 藤堂 悠菜 とわの森１年 南ジュニアＤ４  選手権Ｄ８ 

5 小林 香凜 札幌静修１年 南ジュニアＤ４ 

6 江口 碧 帯広大谷１年 北ジュニアＳ３・Ｄ１  選手権Ｓ８・Ｄ４ 

7 吉田 莉麻 旭川実業１年 北ジュニアＤ４  選手権Ｄ８ 

8 松浦 日菜乃 旭川実業１年 北ジュニアＤ４  選手権Ｄ８ 

9 中川 千咲音 緑陽中３年 中体連Ｓ１ 

10 金谷 心美 帯広第一中３年 中体連Ｓ２ 

11 原田 夏帆 東明中３年 中体連Ｓ４ 

12 井上 紗彩 愛宕中３年 中体連Ｓ８ 

13 齋 優涙 江別中央中３年 中体連Ｓ８ 

14 石原 綾弓 富原中３年 中体連Ｓ８ 

15 末永 萌々歌 帯広第一中３年 中体連Ｄ１ 

16 上山 怜来 帯広第一中３年 中体連Ｄ１ 

17 阿部 祐梨菜 春光台中３年 中体連Ｄ２ 

18 佐藤 鼓柊 春光台中３年 中体連Ｄ２ 

 

 



11．その他  ・参加者の所属先（学校）に新型コロナウイルス抗原検査キットを郵送します。顧問か

ら受け取り、前日に自宅で検査を行い、陰性を確認してから参加してください。 

・当日に提出する物  ①参加料 １，０００円 

           ②健康状態確認シート 

・引率者の入場は認めません。抗原検査で陰性を確認した選手、指導者のみ入場を 

認めます。 

・選手、指導者は、マスクの着用、消毒液による手指消毒、換気、ソーシャルディスタン

スの確保等、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策にご協力ください。 

・参加者は各自で傷害保険に加入して参加してください。 

 

12．参加申込 参加申込用紙を１２月１０日（金）までに下記宛に郵送してください。 

       【郵送先】 

       〒０６９－８５３３  江別市文京台緑町５６９ 

                  酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校  妹尾 将義 宛 

  



競技力向上強化練習 参加申込用紙 
 

令和３年度 競技力向上強化練習（１２月）の目的を理解し、全力で参加します。 

 

令和３年   月   日 

 

氏 名                      

 

所 属                      

 

強化練習で学びたい事（決意も含めて） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ボールペンで丁寧にしっかりと書くこと。（鉛筆不可） 

 

 

 

参加承諾欄 
 

上記の者が、令和３年度 バドミントン競技力向上強化練習（１２月）に参加することを

承諾します。なお、本会での事故や疾病については、その責任の一切を保護者が持つこと

を申し添えます。 

 

保護者氏名（続柄）                印 

 

 保護者連絡先                     

 

〒          住所                           


