
平成28年度　徳島県バドミントン競技日程表 徳島県バドミントン協会

平成２８年４月１９日現在

年 月 　全国大会等 　　県協会大会等
28 4 大阪ﾅｼｮﾅﾙ 守口市

1～3 高校強化合宿 日和佐
9 ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ(小） アミノ

16 ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ(中） アミノ 17 西日本中学校強化 アミノ１

24 ｼﾞｭﾆｱ新人 アミノ 24 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾗﾜｰ ＳＣ 29 徳島市市長杯

5 1 松茂
7 徳島全

21～25 日本ﾗﾝｷﾝｸﾞｻｰｷｯﾄ 8 ﾚﾃﾞｨｰｽ 香川県 8 徳島全 7 小学生強化 ＳＣ
さいたま市 14 小学生普及 那賀川

15 会長杯（単・複） 阿南１ 29 鳴門市会長杯 大塚
22 混合兼総合予選 徳島２ 29 春季実業団 ＢＧ
22 ｼﾆｱ 徳島2 29 阿南市体協会長 阿南

6 3 高校総体① 阿南全 4 若葉ｶｯﾌﾟ県予選 ＳＣ
18・19 四国高校総体 香川県 5 学生（個人） 徳島２ 4 高校総体② 阿南全

11 中学選手権① 阿南 5 高校総体③ 阿南全
12 中学選手権② 徳島・徳中 6 高校総体④ 徳島2 12 徳島市団体 ＳＣ
12 四国総体強化 阿南１ 25 小学生強化 ＳＣ

29～7/5 実業団 勝山市 18 小学生ＡＢＣ予選 日和佐 26 ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞ対抗 ＳＣ

7
2 四国小学生 愛媛県 2 審判講習 那賀川

学生 2 国体予選① 那賀川 7 小学生強化 ＳＣ
3 国体予選②強化 那賀川 21・22 徳島県中学総体 徳島全

28～31 ﾚﾃﾞｨｰｽ 南国市 9・10 四国高専 香川県 18 社会人 北島
29～8/1 若葉ｶｯﾌﾟ　 長岡京市 30・31 JOCｼﾞｭﾆｱ予選 アミノ 31 夏季実業団 松茂

8
6・7 学生ﾐｯｸｽ 横浜市 6・7 中学校 高知県
7～12 ｲﾝﾀｰﾊｲ 岡山市
11～15 教職員 鳥取市 9～12 西日本医科学生 徳島・アミノ

12～14 ＡＢＣ 八代市 16 高校ｼﾝｸﾞﾙｽ① 徳島全 27 徳島市スポ少 徳島2
17～20 高校定通制 小田原市 20 四国総会 香川県 17 高校ｼﾝｸﾞﾙｽ② 徳島全
17～20 中学校 金沢市 21 四国国体 香川県 20 小学生大会① 松茂 28 阿南市体育祭 阿南
20・21 高専 高岡市 21 小学生大会② ＳＣ

9 2～7 社会人 一宮市 4 四国総合県予選 松茂 3 四国小学生県予選 北島 11 鳴門市真理子杯 大塚
16～19 ｼﾞｭﾆｱ 松山市 4 四国小学生県予選 ＢＧ
20～25 ﾖﾈｯｸｽｵｰﾌﾟﾝ　 東京都 17 高校学年別① 徳島１ 10 小学生強化 ＳＣ 23 徳島市会長杯 徳島１
24～26 マスターズ 美郷町 24・25 四国総合 愛媛県 18 高校学年別② 徳島全

19 高校学年別③ 徳島１ 19 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ ＳＣ
10 2～5 国体 北上市

8 四国小学生 愛媛県 1 小学生強化 ＳＣ
14～20 学生 千葉市 2 阿南市会長杯 阿南

22 全国小学生県予選 ＳＣ
国際レディース 大阪市 27・28 全国ＪＲ 徳島全 22 高校新人① 阿南 15・16 鳴門市体育祭 大塚

23 高校新人② 阿南 23 徳島市会長杯 徳島全
29 高校新人③ 徳島

11 5～2/12 日本リーグ 各地
3 ﾚﾃﾞｨｰｽ会長杯 ＳＣ

12～14 シニア 八王子市
5・6 小学生強化 ＳＣ

25～27 Ｊｒｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 仙台市 23 バドレク ＳＣ 20 徳島市ＰＴＡ ＳＣ
23 県総合 松茂 23 阿南羽ノ浦 羽ノ浦

28～12/4　 総合 東京都
12

10 四国総会 愛媛県 4 県総合 松茂 6 小学生強化 ＳＣ
9～11 ﾚﾃﾞｨｰｽ個人 千葉市 17・18 鳴門市ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 大塚

23・24 四国高校選抜 徳島全 17 中学校団体 アミノ全 10 小学校団体 徳島１
23～27 小学生 大津市 25・26 四国高校強化 徳島全 11 冬季実業団 大塚

29 1
9 中学生予選 徳島全 8 徳島市選手権 徳島全

14 学生（団体） 徳島2 28 小学生新人 徳島 22 徳島・丸亀定期戦 徳島２
28・29 四国実業団 高知県 22 阿南市選手権 阿南

2
4 高校団体 阿南１
4 中学校新人 徳島1・北島 18 高校冬季（１日目） 徳島全 11・12 鳴門ｵｰﾌﾟﾝ アミノ１
5 中学校新人 北島 19 高校冬季（最終日） 徳島全

26 阿南市創世杯 阿南
3

22～26 高校選抜 豊田市
25～27 中学生 岡山市 20 総会 徳島２会 12 レディースオープン 徳島１

県内会場 アミノ アミノバリューホール 阿南 阿南市ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ 大塚 大塚体育館 全 第1･第２競技場
略　称  　視 〃　 視聴覚室 北島 北島北公園総合体育館 那賀川 阿南市那賀川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  １ 第1競技場

徳島 徳島市立体育館 松茂 松茂町総合体育館 勤労者 北島町勤労者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  ２ 第2競技場
 　２会 〃　 第2会議室 ＳＣ 徳島市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ＢＧ 海洋センター体育館 会 会議室

徳島県バドミントン協会ホームページ （http：//www.tok-bd.jp/）

注）期日、大会名、会場等が大会要項と異なるときは主管団体にご確認ください。

四国大会等 県内大会等 　　市町村大会

クラブ対抗
高校選手権（第1日）
高校選手権（最終日）


