
 

              日本ファミリーバドミントン協会   
 

平成３０年度 事業報告書 
 

１ 全国大会・地方大会の開催 

１）全国大会の開催（主催） 

(1）第１５回全国ファミリーバドミントン大会の開催 

◇期 日：平成３０年１１月４日（日） 

◇会 場：京都府長岡京市「長岡京市西山公園体育館」 

◇参加者：１１府県から４６チーム、３００人が参加 

１部（２８チーム） 

２部（１２チーム）内、香港から１チーム参加認定 

               ファミリーの部（３府県６チーム３２人が参加） 

(2）第１２回西日本ファミリーバドミントン大会の開催 

◇期 日：平成３０年１２月２日（日） 

◇会 場：兵庫県丹波市「丹波市立春日体育センター」 

◇主 管：兵庫県ファミリーバドミントン協議会  

◇参加者：４府県から１４チーム、６６人が参加 

(3）第１２回東日本ファミリーバドミントン交流大会の開催 

◇期 日：平成３１年１月１３日（日） 

◇会 場：埼玉県北本市「北本体育センター」 

◇主 管：北本市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：６県から５１チーム、２００人が参加 

◇備 考：１部（３５チーム）、２部（１６チーム）に分けて開催 

 

２）地方大会の開催（地方大会支援） 

(1) 第２２回会長杯争奪長岡京オープン大会 

◇期 日：平成３０年５月２７日（日） 

◇会 場：長岡京市西山公園体育館 

◇主 催：長岡京市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：１５５名 

(2) 第１２回全国交流ファミリーバドミントン大会 温泉カップ IN金城  

◇期 日：平成３０年６月１０日（日） 

◇会 場：島根県松江市玉湯体育館 

◇主 催：島根県ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：７４名 

(3) 第１回九州ファミリーバドミントン交流大会 

◇期 日：平成３１年１月２７日（日） 

◇会 場：福岡県広川町立中広川小学校  

◇主 催：九州ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：５０名 



 

(4) 第９回四国ファミリーバドミントン交流大会 

◇期 日：平成３１年２月１０日（日） 

◇会 場：徳島県鳴門市民会館  

◇主 催：鳴門市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：１５０名 

 

３）地方大会の開催（後援名義使用） 

 (1)第１１回島根県ファミリーバドミントン大会 レディースカップ 

◇期 日：平成３０年５月２７日（日） 

◇会 場：島根県松江市玉湯体育館 

◇主 催：島根県ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：４０名 

 (2)第２２回島根県ファミリーバドミントン大会 会長杯交流大会 

◇期 日：平成３０年７月１５日（日） 

◇会 場：島根県松山市玉湯体育館 

◇主 催：島根県ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：４５名 

(3)第１４回島根県ファミリーバドミントン大会 フレッシュカップ大会 

◇期 日：平成３０年９月９日（日） 

◇会 場：島根県安来市広瀬中央公園体育館 

◇主 催：島根県ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：５０名 

(4)第１４回男性・第２２回女性ファミリーバドミントン交流大会 

◇期 日：平成３０年９月１６日（日） 

◇会 場：長岡京市西山公園体育館 

◇主 催：長岡京市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：１３１名 

(5)第２１回島根県ファミリーバドミントン大会 クラブカップ大会 

◇期 日：平成３０年１０月１４日（日） 

◇会 場：島根県浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

◇主 催：島根県ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：４５名 

(6)第１９回Ｈ．Ｆ．Ｃオープン選手権  

◇期 日：平成３１年３月１０日（日） 

◇会 場：丹波市立三ツ塚ふれあいセンター愛育館 

◇主 催：兵庫県ファミリーバドミントン協議会 

◇参加者：１１３名 



 

２ 審判員資格検定会の開催 

 (1) 第２種審判員資格検定会「静岡県沼津市」会場 

◇期 日：平成３０年５月２７日（日） 

◇主 管：静岡県ファミリーバドミントン協会  

◇参加者：１１名（認定者１１名） 

(2) 第３種審判員資格検定会「静岡県沼津市」会場 

◇期 日：平成３０年５月２７日（日） 

◇主 管：静岡県ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：１８名（認定者１８名） 

(3) 第３種審判員資格検定会「石川県加賀市」会場 

◇期 日：平成３０年８月５日（日） 

◇主 管：加賀市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：８名（認定者８名）  

(4) 第３種審判員資格検定会「兵庫県西脇市」会場 

◇期 日：平成３０年８月５日（日） 

◇主 管：兵庫県ファミリーバドミントン協議会 

◇参加者：２名（認定者２名） 

(5) 第３種審判員資格検定会「福岡県北九州市」会場 

◇期 日：平成３０年８月１９日（日） 

◇主 管：九州ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：５名（認定者５名） 

(6) 第３種審判員資格検定会「三重県津市」会場 

◇期 日：平成３０年８月１９日（日） 

◇主 管：九州ファミリーバドミントン協会  

◇参加者：３０名（認定者３０名）  

(7) 第２種審判員資格検定会「京都府長岡京市」会場 

◇期 日：平成３０年９月２日（日） 

◇主 管：長岡京市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：１名（認定者１名） 

(8) 第３種審判員資格検定会「京都府長岡京市」会場 

◇期 日：平成３０年９月２日（日） 

◇主 管：長岡京市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：３１名（認定者３１名） 

(9) 第３種審判員資格検定会「神奈川県湯河原町」会場 

◇期 日：平成３０年１０月１４日（日） 

◇主 管：湯河原町ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：１１名（認定者１１名）  



 

 

(10)第３種審判員資格検定会「徳島県鳴門市」会場 

◇期 日：平成３０年１１月１８日（日） 

◇主 管：鳴門市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：２名（認定者０名） 

(11)第２種審判員資格検定会「埼玉県さいたま市」会場 

◇期 日：平成３１年１月２７日（日） 

◇主 管：さいたま市ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：７名（認定者７名） 

(12)第３種審判員資格検定会「埼玉県さいたま市」会場 

◇期 日：平成３１年１月２７日（日） 

◇主 管：さいたま市ファミリーバドミントン協会  

◇参加者：８名（認定者８名） 

(13)第２種審判員資格検定会「千葉県浦安市」会場 

◇期 日：平成３１年３月１７日（日） 

◇主 管：浦安ファミリーバドミントン協会  

◇参加者：１名（認定者名） 

(14)第３種審判員資格検定会「千葉県浦安市」会場 

◇期 日：平成３１年３月１７日（日） 

◇主 管：浦安ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：１１名（認定者１１名） 

(15)第３種審判員資格検定会「静岡県磐田市」会場 

◇期 日：平成３１年３月３０日（土） 

◇主 管：静岡県ファミリーバドミントン協会 

◇参加者：１５名（認定者１５名） 

(17) 第３種審判員資格検定会「京都府長岡京市」会場 

◇期 日：平成３１年３月３１日（日） 

◇主 管：長岡京市ファミリーバドミントン協会  

◇参加者：２名（認定者２名）  

(18) 第３種審判員資格検定会「三重県四日市市」会場 

◇期 日：平成３１年３月３１日（日） 

◇主 管：三重県ファミリーバドミントン協会  

◇参加者：８名（認定者８名） 



 

３ 物品販売事業 

１）改訂版ルールブックの販売 

◇販売部数：５００円での販売１５１冊、８００円での販売４８冊 合計１９９冊 

◇第２種・第３種審判資格検定会での配付  

 

４ 啓発広報・普及活動の充実 

１）ホームページによる情報の提供と公開による啓発活動を行った 

＊アドレス  http://www.geocities.jp/nihon_famibad/ 

 

５ 理事会及び委員会活動 

１）理事会の開催 

   （１）第１回理事会 

◇日 時：平成３０年６月３日（日）午後２時３０分～ 

◇会 場：京都府長岡京市中央学習センター 学習室１ 

◇出席者：理事・監事・参与・顧問１８名、事務局３名 

◇案 件：(1) 平成２９年度事業報告及び収支決算報告について 

(2) 平成３０・３１年度役員の選出（案）について 

(3) 平成３０年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

＜協議事項＞ 

① 事業委員会より ② ルール審判委員会より 

   （２）第２回理事会 

◇日 時：平成３０年１１月３日（土）午後４時００分～ 

◇会 場：京都府長岡京市西山公園体育館 研修室 

◇出席者：理事１６名、事務局２名 

◇案 件：(1) 第１５回全国ファミリーバドミントン大会について 

      (2) ホームページ掲載解説集について 

 

２）事業委員会の開催 

（１）第１回事業委員会 

◇日 時：平成３０年５月１２日（土）午後１時００分～ 

◇会 場：京都府長岡京市多世代ふれあい交流センター 学習室３ 

◇出席者：７名 事務局２名 

◇案 件：(1) 平成２９年度事業報告及び収支決算報告について 

(2) 平成３０年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

(3) 平成３０年度加盟登録について 

(4) 第１５回全国ファミリーバドミントン大会について 

(5) ルール審判委員会より 

(6) ホームページの運用について 

(7) その他 



 

３）ルール・審判委員会の開催 

（１）第１回ルール・審判委員会 

◇日 時：平成３０年８月２６日（日）午後２時～ 

◇会 場：京都府長岡京市多世代ふれあい交流センター  

◇出席者：８名 事務局２名 

◇案 件：(1) 解説集について 

(2) 審判団試合進行手順・ルール等の統一について 

(3) 第１種審判員資格の登録規定について 

(4) 質問事項について 

(5) その他 

４）総務部会の開催  

◇日 時：平成３０年１０月６日（祝）午後２時３０分～ 

◇会 場：京都府長岡京市西山公園体育館 役員室 

◇出席者：４名 事務局２名 

◇案 件：第１５回全国大会について（組み合わせ抽選等、大会プログラム等の確認） 

 

６ 加盟登録及び公認審判員について 

１）加盟登録の状況 

団体・チーム登録 登録数 会員登録 登録者数 

Ａ 団体登録数（＠5,000） 

（都道府県及び市町村単位） 
１４団体 Ａ会員登録数（＠500） １，５３１名 

Ｂ チーム登録数（＠2,500） 

（チーム単位） 
９チーム Ｂ会員登録数（＠500） １２３名 

Ｃ 審判員登録（＠500） 

（個人単位） 
Ｃ会員登録数（＠500） １７名 

 

 
合  計 １，６７１名 

   ※中学生以下１３５名を含む 

 

 

 

 



 

 

２）公認審判員の状況 

区  分 有資格者数 備           考 

第３種審判員  １１２６名 

・有効期限 ２０２０年３月３１日まで ５１０名 

（内１６８名は２０１７年４月１日更新） 

（内３４２名は２０１６・２０１７年度資格取得） 

・有効期限 ２０２１年３月３１日まで ３３５名 

（内１９５名は２０１８年４月１日更新） 

（内１４０名は２０１８年度資格取得） 

・有効期限 ２０２２年３月３１日まで ２８１名 

（内２３８名は２０１９年４月１日更新） 

（内４３名は２０１９年１月以降資格取得） 

第２種審判員 １５２名 

・有効期限 ２０２０年３月３１日まで  ８９名 

（内６０名は２０１７年４月１日更新） 

（内２９名は２０１６・２０１７年度資格取得） 

・有効期限 ２０２１年３月３１日まで  ４０名 

（内２２名は２０１８年４月１日更新） 

（内１８名は２０１８年２月以降度資格取得） 

・有効期限 ２０２２年３月３１日まで  ２３名 

（内１３名は２０１９年４月１日更新） 

（内１０名は２０１９年１月以降度資格取得） 

第１種審判員 １６名 

・有効期限 ２０２０年３月３１日まで   ６名 

（内５名は２０１７年４月１日更新） 

（内１名は２０１６年度資格取得） 

・有効期限 ２０２１年３月３１日まで   ８名 

（内３名は２０１８年４月１日更新） 

（内５名は２０１８年度資格取得） 

・有効期限 ２０２２年３月３１日まで   ２名 

（２名とも２０１９年４月１日更新） 

特１種審判員 ５名 

・有効期限 ２０２０年３月３１日まで   １名  

  （渡邉ルール審判委員長） 

・有効期限 ２０２１年３月３１日まで   ４名  

  （佐野副会長・白井理事長・上杉理事・奥谷理事） 

資格検定会認定

員有資格者 
１６０名 

第３種検定会認定員有資格者      １５２名 

第２種検定会認定員有資格者       １６名  

第１種検定会特別認定員有資格者      ５名 

 


