※ 正式日程は、主催者発表の大会要項等でご確認下さい
※ 変更等があった場合は、愛知県バドミントン協会公式サイト
http://www.badminton-aichi.com/ に掲載しますのでご確認下さい
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平成２８年度 愛知県バドミントン協会 行事予定表
内

開

催

行
会

大会
責任者

場 ・ 日

名 古 屋 市 内

第128回中日楯争奪春季県新人大会

内田公明 県体（複）4/3、守山（男子単）昭和（女子単）4/10
北（残・単複）4/17

第71回国民体育大会県予選会
（成年の部）
第71回国民体育大会県予選会
（少年の部）

磯野雄二

第68回県総合選手権大会

浅井 淳

日本スポーツマスターズ2016県予選会

事

愛知県バドミントン協会

東 海 以 上 県 外 開 催 行 事

程

行

名 古 屋 市 以 外

事

名

期 日

開催県・市

ランキングサーキット

5/21-25

埼玉県・さいたま市

平成28年度東海総合選手権大会

9/10-11

静岡県・富士宮市

第35回全日本ジュニア選手権大会

9/16-19

愛媛県・松山市、砥部町

ヨネックスオープンジャパン2016

9/20-25

東京都・渋谷区

内田公明 名東7/10（県総合と同一会場）予定

日本スポーツマスターズ2016バドミントン競技会 9/24-26

秋田県・美郷町

第129回中日楯争奪秋季県新人大会

清水智行 県体（男子単）緑（女子単）8/14、千種（複）8/21
中（残・単複）8/28

第71回国民体育大会

10/2-5

岩手県・北上市

国民体育大会第37回東海ブロック大会

浅井 淳

バドミントン日本リーグ2016 一部リーグ

11/5～2/12

東京都他

第67回県青年大会

内田公明 県武道館8/21

第３３回全日本シニア選手権大会

11/11-14

東京都・八王子市他

第59回全日本社会人選手権大会

浅井 淳

バドミントン日本リーグ2016 二部リーグ

11/17-20

愛媛県・砥部町

愛知スポレクフェステバル2016

内田公明 中10/23

第69回中部日本選手権大会

11/18-20

新潟県・長岡市

県

一宮市総合（Ａ）5/29、6/11

清水智行 露橋・千種6/4 ・枇杷島6/11
中村（予選単）6/5、枇杷島（予選複・混合、本選混合）6/12
名東（本選単）7/10、千種（本選複）7/17

大府市体8/20-21

協
会
一宮市総合9/2-7

第15回愛知県シニア交流大会

内田公明

第15回日本ジュニアグランプリ2016

11/25-27

宮城県・仙台市

第52回県社会人選手権大会

磯野雄二 中（単）1/22、志段味（複）1/29

平成28年度全日本総合選手権大会

11/28-12/4

東京都・渋谷区

第4回市町村連盟小学生交流大会

浅井 淳 2月に開催予定

バドミントン日本リーグ2016チャレンジリーグ

2/

東京都・立川市

第66回全日本実業団選手権大会

6/29-7/3

福井県・勝山市他

第9回全国社会人クラブ大会(個人戦)

6/11-12

和歌山県・和歌山市

第55回全日本教職員選手権大会

8/11-15

鳥取県・鳥取市

第60回東海実業団選手権大会
実
業 第103回県実業団選手権大会
（前期リーグ）
団
第104回県実業団選手権大会
（後期リーグ）
第81回県社会人クラブ対抗選手権大会
（前期リーグ）

安城市体1/15

井上 龍

刈谷市体4/10
刈谷市体5/8、一宮市総合（Ａ）5/15、企業5/22

山田 薫

社 第36回県社会人クラブ大会（個人戦）
会
第82回県社会人クラブ対抗選手権大会
人
（後期リーグ）

稲永・守山5/8、北・中村5/15、名東・守山5/22
稲永・守山5/29、志段味6/5、守山・天白6/19、中6/26
天白10/2、守山10/9、千種10/16

志段味12/4、昭和・中12/11、中・守山12/18、市体・天白12/25
一宮市総合(A) 12/18、1/15、岩倉市総合 1/29
志段味1/8、名東・守山1/15、名市体・北1/22、枇杷島・昭和1/29

一宮市総合(DIADORA・A) 3/18-19

第17回全国社会人クラブ対抗大会（団体戦）

教 第9回愛知県教職員選手権大会
職
員 第10回愛知県教職員選手権大会
第34回全日本レディース選手権大会
（クラブ対抗）県予選会
第34回東海レディース大会（団体戦）
県予選会
レ 第34回全日本レディース選手権大会
デ （都道府県対抗）県予選会
第26回県レディース大会（個人戦）

原 賢一 名古屋女子大学6/12
名古屋造形大学1/3-4

第34回東海レディース大会（団体戦）

5/15

静岡県・静岡市

ガイシⅡ4/15

第34回全日本レディース選手権大会

7/28-31

高知県・高知市

ガイシⅡ5/2

ヨネックス杯国際親善レディース大会2016

10/27-30

大阪府・大阪市

ガイシⅡ5/17-19、24・25

第30回東海レディース大会（個人戦）

12/3

静岡県・掛川市

第30回東海レディース大会（個人戦）
県予選会

ガイシⅡ9/13・14

第11回全日本レディース大会（個人戦）

12/9-11

千葉県・千葉市

第43回県レディース大会（団体戦）

ガイシⅡ10/3-5、12・13、18-20、27

堀尾恵美子 ガイシⅡ4/8

ィー

ス

11/27企業、12/4WA刈谷、一宮市総合（Ａ）
12/11企業
一宮市総合(A) 5/22、岩倉市総合 5/22、
SH豊田(M・S) 6/19

第8回愛知オープンレディース大会

ガイシⅡ1/10-12、30・31

第123回東海大学選手権大会

本門優生 天白4/4-7

第65回中部大学第63回中部学生選手権大会

5/16-21

長野県・長野市

第64回東海学生選手権大会

本門優生 天白4/11-14

第4回全日本学生ミックスダブルス選手権大会

8/6-7

東京都・大田区

第64回県学生選手権大会

貫代雄哉 6/11・12・18・19・25 大学開催

第56回西日本学生選手権大会

8/26-9/2

山口県・山口市

第124回東海大学選手権大会

本門優生 守山9/5-8

第67回全日本学生選手権大会

10/14-20

千葉県・千葉市

第38回東海学生新人大会

本門優生 天白9/12-15

第36回県大学選手権大会

貫代雄哉 12/10-11 大学開催

第60回県学生新人選手権大会

貫代雄哉 2月開催予定
第63回東海高等学校総合体育大会

6/18-19

岐阜県・大垣市

第54回東海地区国立高等専門学校大会

7/1-3

静岡県・沼津市

第67回全国高等学校選手権大会

8/7-12

岡山県・岡山市

第18回全国高等学校定通制総合体育大会

8/17-20

神奈川県・小田原市

第40回全日本高等専門学校大会

8/20-21

富山県・高岡市

春日井市総合5/21、ＷＡ刈谷5/28

平成28年東海高等学校定通制大会

9/11

岐阜県・岐阜市

尾西9/17･24、一宮市木曽川9/18･19、
愛知江南短9/18･19、大治町9/22

第28回東海オープン大会

12/26-28

三重県・伊勢市

第45回全国高等学校選抜選手権大会
東海地区大会

1/20-22

静岡県・磐田市

第46回全国中学校大会

8/17-20

石川県・金沢市

第17回全日本中学生バドミントン選手権大会

3/25-27

岡山県・岡山市

大
学

尾 張
小栗孝司
第67回全国高校総合県予選会兼
第63回東海高校総合県予選会兼
名 北
第70回県高校総合体育大会 支部予選会 堀井成爾
名南知多
岩橋雅雄
三 河
柳瀬雅仁
第67回全国高校総合県予選会兼
日詰彰則
第63回東海高校総合県予選会兼
高 第70回県高校総合体育大会県大会
尾 張
小栗孝司
校
名 北
平成28年度県高等学校新人大会
堀井成爾
支部予選会
名南知多
岩橋雅雄
三 河
柳瀬雅仁

大治町4/23･24、県立杏和高4/23、
愛知江南短4/24、一宮市総合4/29、
一宮市木曽川4/29、尾西4/30
市体4/16・17 、稲永4/23、北4/29、守山4/30
志段味4/24、天白5/1

千種5/22

守山9/17、北9/18、守山9/19・22、稲永9/24、中9/25
稲永9/17、昭和9/18、天白9/22、千種9/24

豊橋市下五井地区9/24

日詰彰則 緑11/3

平成28年度県高等学校学年別大会

日詰彰則 枇杷島・緑・北・千種・守山1/7、市体・北1/8
市体・稲永・天白・名東・中1/9、志段味1/14

WA刈谷1/7･8、刈谷市体1/7･9、
豊橋市総合1/7･9

第45回全国高等学校選抜選手権大会

日詰彰則

ＳＨ豊田3/22-26、岡崎中央総合公園3/23

第41回県中学生大会

原口和正

大府市体4/30-5/1

大府市体7/30-31

予備日8/1

大府市体8/8-10

平成28年度JOC大会
ジュニア新人の部選手選考会

6月に開催予定

第5回県中学生チャレンジ大会

緑9/11
WA刈谷12/3、12/10

第40回県中学生新人大会
第6回県中学生チャレンジ大会

知多市体10/29、刈谷市体10/30

露橋5/28

第38回東海中学校総合体育大会

小

大府市体9/19･22
WA刈谷9/17、豊橋市総合9/19･22、ＳＨ豊田9/22、

第70回県中学総合体育大会兼
第49回県中学校大会

学

大府市体4/23･29、常滑市体4/30
豊橋市総合4/23･24、ＳＨ豊田4/29･30、
刈谷市4/29、豊橋市下五井地区5/1

平成28年度県高等学校新人大会

第4回県中学生チャレンジ大会

中

尾張旭市総合4/24、瀬戸市4/24

ガイシⅡ12/17

第19回県中学校大会（団体戦）

WA刈谷12/23

第32回若葉カップ全国小学生大会県予選 永井与志夫

大府市体5/7

第32回若葉カップ全国小学生大会

7/29-8/1

京都府・長岡京市

第17回全国小学生ABC大会県予選

常滑市体5/28

第17回全国小学生選抜ABC大会

8/12-14

熊本県・八代市

第34回県小学生大会（個人戦）単の部

常滑市体6/18

第28回東海小学生大会（個人）

10/9

三重県・伊勢市

第34回県小学生大会（個人戦）複の部

大府市体8/6

第25回全国小学生選手権大会

12/23-27

滋賀県・大津市

第1回愛知県小学生バドミントン
学 プレオープン大会
第3回愛知県小学生チャレンジ大会

予備日 8/27

一宮市総合（DIADORA）8/22-23
大府市体9/24

第22回県小学生大会（団体戦）

常滑市体11/19

第20回東海小学生大会（団体戦）

春日井市総合2/11

第21回県小学生大会（新人戦）

常滑市体2/25

