
 

 

平成２９年度 表彰対象者 

功労賞 

該当者なし 
 

技能賞 

関東大会優勝、全国大会３位以内 

桒原 遼太：第５６回 全日本教職員バドミントン選手権大会 

 一般男子単 ３位 

第６回 関東教職員バドミントン選手権大会 

 一般ダブルス 優勝   

  高田  晃：第６回 関東教職員バドミントン選手権大会 

 一般ダブルス 優勝 

  石岡佳世子：第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会 

          ４０女子複 準優勝 

        第３３回 関東シニアバドミントン選手権大会 

          ３５女子複 優勝 

  中嶋 愛美：第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会 

          ４０女子複 準優勝 

        第３３回 関東シニアバドミントン選手権大会 

          ３５女子複 優勝 

  朝倉 美香：第３４回 全日本シニアバドミントン選手権大会 

         ４５女子単 ３位 

  関口 美希：第１２回 全日本レディースバドミントン競技会（ダブルス大会） 

          Ａブロック（合算年齢７０歳以上） 優勝 

  矢島茉由子：第１２回 全日本レディースバドミントン競技会（ダブルス大会） 

          Ａブロック（合算年齢７０歳以上） 優勝 

  飯野 博英：第３３回 関東シニアバドミントン選手権大会 

          ５０男子複 優勝 

  後藤 史光：第３３回 関東シニアバドミントン選手権大会 

          ５０男子複 優勝 

 

中田賞 

該当者なし 
 
 
 





平成３０年度  基 本 方 針 （案） 
 

 
１ 協会運営の活性化 

・ 定期的な各種会議の開催による情報の共有化 
・ 中期的な視野での役員育成活動の推進 
・ 日バ・県バ登録者の増加 

   
２ 関係団体・市町村協会との連携強化並びに登録人数の増加推進 
  ・ 関係団体・市町村協会との緊密な連携 
  ・ 各種レク大会等の共同運営 
  ・ 各種大会への役員派遣 
 
３ 公認審判員の育成・確保と活用 
  ・ 審判員の活用と待遇改善 
  ・ 全国・関東大会開催に向けて、審判資格試験並びに研修会の開催 
  ・ 指導者の審判資格取得啓蒙活動の推進 

 
４ 組織的な競技力向上対策事業の推進 
  ・ 強化指定制度の策定による、小中高一貫した定期的強化活動の実施 
  ・ 国体対策として、短期及び中長期における選手強化活動の実施 
  ・ 指導者養成講習会（研修会）の開催 
  ・ （公財）日本体育協会公認競技別スポーツ指導者資格研修会の開催 
  ・ オール関東ジュニアアスリートアカデミーへの選手派遣 
 



１．群馬県バドミントン協会規約 

 

         第１章    総    則 
 

（名  称） 
第 １ 条     この協会は、群馬県バドミントン協会（以下「本会」という）と称する。 

（事 務 局） 

第 ２ 条     本会の事務局は、群馬県前橋市荒子町１５１８－２ 事務局長 久保田一浩 気付に

置く。 

 
      第２章    目的及び事業 

 
（目  的） 

第 ３ 条  本会は、県内各市町村単位で組織するバドミントン協会（クラブ）の共同体として、 

相互の緊密な連携を図り、バドミントンを通じ社会体育の健全な発展と県民の体位向上 

に寄与することを目的とする。 

（事  業） 
第 ４ 条   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

             (1) バドミントンの普及及び指導 

             (2) 各種競技大会及びレクリェーション大会の開催 
             (3) （公財）日本バドミントン協会及び関東バドミントン連盟への加盟 

             (4) 国際大会・全国大会等の主管 
             (5) 県外大会への代表選手の派遣及び選考 

             (6) 競技力向上及び地域指導者の育成 
             (7) バドミントンに関する調査・研究・資料の収集 

             (8) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 
                第３章   会員及び登録 

 
（会  員） 

第 ５ 条  本会の会員は、群馬県内の市町村単位の組織（以下「組織」という）に所属する会員、

及び、本協会加盟公認団体（以下「団体」という）に所属する会員で構成する。 

    ２ 「団体」に所属する会員は、同時に「組織」に所属する会員となる。 

    ３ 名誉顧問、名誉会長等についてはその限りではない。 

（登  録） 

第 ６ 条     組織は、原則として、所属会員全員を本会に登録する。 

２ 団体は、本会への登録を組織に代行して行うことができる。 

３ （公財）日本バドミントン協会への登録は本会を通じて行い、登録申請者は本会への

登録と同じ組織又は団体が行う。 

４  登録に関する規定は、別に定める。 



                 第４章   役    員 

 

（役  員） 
第 ７ 条     本会には、次の役員を置く。 

     (1)会  長    １名 

     (2)副 会 長   若干名 

     (3)専任理事   若干名 

     (4)監  事    ２名 

     (5)理 事 長    １名 

     (6)副理事長   若干名 

     (7)理  事   必要に応じた人数 

     (8)代 議 員   必要に応じた人数 
（役員の選出） 

第 ８ 条  会長、副会長、専任理事、監事は総会において推挙する。 

    ２ 正副理事長、事務局長、事務局次長、正副本部長、部長、マネジメントコーチは役員 

選考特別委員会で本会会員から選考し、総会において選出する。 

３ 理事は、各郡市及び各公認団体推薦者並びに本条第２項の者とする。なお、郡市選出

及び公認団体選出の理事は各１名とし、改選前２年間の平均一般会員登録者数が２００

名以上の郡市は１名追加することができる。 

４ 理事に欠員が生じた場合は補充することができる。 
（役員の職務） 

第 ９ 条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。 
第１０条  副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序 

により、その職務を代理して行う。 
第１１条  専任理事は、理事会の要請に応じ指導助言する。 

第１２条  理事長は、会長の指示を受けてすべての会務を処理する。 

第１３条  副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときは、その職務を代理して行う。 
第１４条  理事は、理事会を構成し、本会の重要事項を審議する。 

（監事の職務） 
第１５条  監事は、本会の業務及び経理に関し、次の各号に規定する職務を行う。 

     (1) 本会の収支の状況を監査する。 

     (2) 理事の業務執行の状況を監査する。 

     (3) 会計の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、会長又は理 

       事長に報告する。 

     (4) 前号の報告をするため必要があるときは、役員を招集する。 

 
（役員の任期） 

第１６条  本会の役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 任期途中で選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、その任期が満了した後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。 



（役員の解任） 

第１７条  役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会において委任状を含め構成員の３分 

の２以上の議決により、これを解任することができる。 

     (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 

     (2) 職務上の義務違反及び役員として相応しくない行為があったとき。 
（代議員の職務及び選出） 

第１８条  代議員は、総会で重要事項を審議し議決する。 

第１９条  代議員は、第７条(4)を除く(1)から(7)の役員、及び、各市町村及び公認団体より選

出された者とする。ただし、本会の会員であること。 

    ２ 各市町村選出及び公認団体選出は各１名とする。なお、改選前２年間の平均一般会員

登録者数が２００名以上の郡市は１名追加することができる。 

 
                 第５章   名誉会長、名誉顧問、顧問及び参与 

 

（名誉会長） 
第２０条  本会に名誉会長を１名置くことができる。 

第２１条  名誉会長は、総会にて推挙し会長が委嘱する。 

   ２ 名誉会長は、特に重要な事項について会長の諮問に応える 

（名誉顧問、顧問及び参与） 

第２２条    本会に名誉顧問、顧問及び参与を若干名置くことができる。 
        ２  名誉顧問、顧問及び参与は、本会の推薦により会長が委嘱する。 

        ３  名誉顧問及び顧問は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。 
        ４  参与は、会長の必要と認める事項についてその諮問に応ずる。 

 
                     第６章   会    議 

          

（総  会） 
第２３条    総会は役員をもって構成し、会長が招集する。 

２ 総会の議長は会長があたり、年１回開催するものとする。なお、必要に応じ臨時総会を

開くことができる。 

第２４条    総会は、次に掲げる事項について審議し議決する。 

    (1)事業計画及び収支予算 

    (2)事業報告及び収支決算 

    (3)剰余金の処分 

    (4)規約の改廃 

    (5)名誉会長、会長、副会長、専任理事、監事の推挙 

    (6)正副理事長、事務局長、事務局次長、正副本部長、部長、マネジメントコーチの選出 

    (7)その他本会の業務に関する重要事項 

（理 事 会） 
第２５条  理事会は必要に応じて理事長が招集し、本会の運営のために必要な事項の企画を立案 



し、併せて次の事項を議決する。 

    (1)規程の改廃 

    (2)その他必要事項 

   ２ 理事会の議長は、理事長があたる。 

（会議の定数） 
第２６条  総会及び理事会は、すべて構成員数の過半数（委任状を含め）以上の出席をもって成 

立する。 

    ２ 本会の会議の議決は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数 

をもって決し、可否同数のときは議長が決する。 

 
                第７章   専門委 員会 

 
（専門委員会） 

第２７条  本会の運営上必要があるときは、総会の議決を経て専門委員会を設けることができる。 

    ２ 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、総会で別に定める。 
 

                第８章   会計及び事業計画 
         

（収  入） 

第２８条    本会の収入は次のとおりとする。 
            (1) 会員の登録料 

            (2) 事業に伴う収益 
            (3) 県補助金及び助成金 

            (4) 寄付金 
            (5) その他の収入 

（会計の種類） 

第２９条  本会の会計は次に掲げるものをもって構成する。 

     (1)会員の登録料 

     (2)県補助金及び助成金 

     (3)寄付金及びその他の収入 

（会計の管理） 

第３０条  本会の会計は、事務局長が管理し、会長名義の口座を設けて保管する。 
（会計の処理制限） 

第３１条  会計の処理制限は、一般経費及び定められた支出については事務局長が行い、特別な 

事項の支出については理事長の許可を要する。 

（事業計画及び予算） 
第３２条  本会の事業計画に伴う収支予算案は、事務局長が編成し、総会の議決を経なければ  

          ならない。 

（収支決算） 
第３３条  本会の収支決算書は事務局長が作成し、監事に提出して会計監査を受けた後、総会 



     の議決を経なければならない。 

    ２ 本会の年度決算に剰余金があるときは、総会の議決を経て一般会計の翌年度繰越金 

とする。 
（会計の年度） 

第３４条    本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 

                    第９章   規約・規程等の改正 

 
（規約の改正） 

第３５条    規約の改正は、総会において出席者の過半数以上の議決を経なければならない。 
（規程の改正） 

第３６条    規程の改正は、理事会において出席者の過半数以上の議決を経なければならない。 
 

                     第１０章   補    則 

 
（公認団体） 

第３７条    本会は、本会の会員で構成する次の団体を公認し、関連事業を助言援助する。 
            (1) 群馬県実業団バドミントン連盟 

            (2) 群馬県教職員バドミントン連盟 

            (3) 群馬県学生バドミントン連盟 
            (4) 群馬県高等学校体育連盟バドミントン専門部 

            (5) 群馬県中学校体育連盟バドミントン部 

      (6) 群馬県小学生バドミントン連盟 

            (7) 群馬県レディースバドミントン連盟 

 

（付  則） 

第３８条    本規約の執行についての細則は別に定める。 
第３９条    本規約は、平成２年４月１日から施行する。 

            本規約の改定は、平成９年４月６日から施行する。 

     本規約の改定は、平成１１年４月１８日から施行する。 

     本規約の改定は、平成１９年４月８日から施行する。 

     本規約の改定は、平成３０年４月８日から施行する。 
 



期日 事業内容 会場 担当

H30.4.8 平成30年度定期総会
ミツバ企業年金基金会館
アルファプラザ

事務局

H30.4.20 県スポーツ協会全体会議 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 関係者

H30.5.6 第１回部長会議 高崎中央体育館会議室 事務局

H30.6.2 第２回部長会議 前橋市城南公民館 事務局

H30.6.23/24 関東ろう者体育大会 ALSOKぐんまサブアリーナ 関係者

H30.
6.30/7.1

関東信越高等専門学校大会 ヤマト市民体育館前橋 関係者

H30.7.8 市町村協会及び関係団体事務局会議 前橋市城南公民館
市町村
事務局

H30.7.8 第３回部長会議 前橋市城南公民館 事務局

H30.9.22
第１回役員選考特別委員会
第４回部長会議

前橋市城南公民館
選考委員
事務局

H30.10月 第５回部長会議 前橋市城南公民館 事務局

H30.12月
第２回役員選考特別委員会
第６回部長会議

前橋市城南公民館
選考委員
事務局

H31.2月
第３回役員選考特別委員会
第７回部長会議

前橋市城南公民館
選考委員
事務局

H31.3月
第４回役員選考特別委員会
第８回部長会議

前橋市城南公民館
選考委員
事務局

H31.3.31 平成30年度会計監査 前橋市城南公民館 関係者

平成３０年度事業計画（案）

事務局・他



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度　　登　　録　　状　　況

一　般 高校生 小中生 合　計 一　般 高校生 小中生 合　計

01 前橋市 230 230 183 183

02 高崎市 263 263 139 139

03 桐生市 71 71 58 58

04 伊勢崎市 99 99 90 90

05 太田市 121 121 103 103

06 沼田市 64 64 61 61

07 館林市 16 16 16 16

08 渋川市 80 80 63 63

09 藤岡市 8 8 8 8

10 富岡市 22 22 0

11 安中市 10 10 0

12 みどり市 41 41 41 41

15 北群馬郡 榛東村 12 12 12 12

16 吉岡町 0 0

18 多野郡 上野村 0 0

19 神流町 0 0

20 甘楽郡 下仁田町 0 0

21 南牧村 0 0

22 甘楽町 15 15 4 4

23 吾妻郡 中之条町 4 4 0

24 長野原町 5 5 5 5

25 嬬恋村 0 0

26 草津町 1 1 0

28 高山村 0 0

29 東吾妻町 0 0

30 利根郡 片品村 0 0

31 川場村 0 0

32 昭和村 2 2 2 2

33 みなかみ町 14 14 10 10

34 佐波郡 玉村町 39 39 10 10

35 邑楽郡 板倉町 2 2 2 2

36 明和町 0 0

37 千代田町 0 0

38 大泉町 11 11 11 11

39 邑楽町 0 0

21 423 444 21 423 444

1,996 1,996 1,996 1,996

教員 78 78 78 78

2,218 2,218 2,218 2,218

教員 153 153 153 153

33 33 33 33

教員 3 3 3 3

計 1,418 2,218 2,419 6,055 1,106 2,218 2,419 5,743

高体連

学生連盟

H30/3/31現在

県　　協　　会　　登　　録 日　本　協　会　登　録

小学生連盟

中体連



1,130 818

県協会 会費 人数 計 日バ 会費 人数 計

小学生 200 423 84,600 小学生 300 423 126,900

中学生 200 1,996 399,200 中学生 300 1,996 598,800

中学生 200 0 0 中学生 300 0 0

高校生 500 2,218 1,109,000 高校生 500 2,218 1,109,000

高校生 500 0 0 高校生 500 0 0

大学生 1,000 33 33,000 大学生 1,000 33 33,000

一般 1,000 1,130 1,130,000 一般 1,000 818 818,000

一般・小 1,000 21 21,000 一般・小 1,000 21 21,000

一般・高 1,000 0 0 一般・高 1,000 0 0

教員・中 1,000 78 78,000 教員・中 1,000 78 78,000

教員・高 1,000 153 153,000 教員・高 1,000 153 153,000

教員・大 1,000 3 3,000 教員・大 1,000 3 3,000

合計 6,055 3,010,800 合計 5,743 2,940,700




