
2020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

月
4

～5 大阪ﾅｼｮﾅﾙ 守口市
4 アミノ全 19 徳島市市長杯 トモニ全

18 アミノ全 19 アミノ１
25 松茂・北島 19 ＳＣ
26 ＳＣ 29 ＳＣ

5 4 阿南全
6 アミノ全

10 レディース 香川県 5 松茂
10 阿南全 24 アミノ2 17 鳴門市会長杯 大塚

8～10 四国医科学生 トモニ
23 阿南全 31 ＳＣ 阿南市創世杯 阿南
24 阿南全 31 北島

6 5 阿南全
20～22 社会人ｸﾗﾌﾞ(個人)豊田市 19～21 四国高校選手権香川県 6 松茂 6 阿南全

7 阿南全
24～28 実業団 大阪市 13 トモニ2 8 トモニ2 7 徳島市団体 ＳＣ

21 ＳＣ
20 ＳＣ

27 松茂 27 ＳＣ
28 Ｂ＆Ｇ 28 ＳＣ

28 大塚
7

18～21 若葉ｶｯﾌﾟ　 長岡京市 5 松茂 4 ＳＣ
4 アミノ全

25～8/3 オリンピック 調布市 26 トモニ2 5 アミノ全
ﾚﾃﾞｨｰｽ(団体) 広島市 4・5 四国高専 高知県 30 トモニ全 23 北島

31 トモニ全 24 北島
8 8～12 インターハイ 松山市

13～17 教職員 高知市他 1・2 四国中学総体 香川県 8 ＳＣ
14～16 小学生ＡＢＣ 八代市
17～20 高校定時制 小田原市 1～3 トモニ
18～23 秋田ﾏｽﾀｰｽﾞ 秋田市 19 アミノ全 阿南市体育祭 阿南
18～19 学生ミックス いわき市 22 四国総会 香川県 20 アミノ全
20～23 ﾚﾃﾞｨｰｽ（団体） 前橋市 23 四国国体 高松市
20～23 中学校 春日井市 30 北島

9 5～6 高専 舞鶴市
5～9 社会人 仙台市 5 ＳＣ 13 鳴門市真理子杯 大塚
19～22 ジュニア 豊田市 6 ＳＣ 20 徳島市会長杯 トモニ全
19～21 マスターズ 砥部町 26・27 四国総合 愛媛県 19 阿南全 21 トモニ
22～27 ＤＹＪＯ 横浜市 20 阿南全 26 ＳＣ 阿南市会長杯 阿南

10 9～12 国体 指宿市
10 四国小学生 徳島県

16～22 学生 一宮市 24・25 鳴門市体育祭 大塚
17 阿南全 17 ＳＣ

国際レディース 大阪市 18 阿南全

31～ S/Jﾘｰｸﾞ 全国各地
11

1 アミノ全
3 松茂

20～23 シニア 久喜市他 8 松茂・北島 23 徳島市ＰＴＡ ＳＣ
7 ＳＣ

30～12/6 総合 東京都 8 ＳＣ 阿南羽ノ浦
29 ＳＣ

12 5 北島
11～13 Ｊｒｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 宇都宮市 四国総会 愛媛県 6 北島・トモニ 12 松茂
11～13 ﾚﾃﾞｨｰｽ（個人） 和歌山市 13 ＳＣ 12・13 鳴門市ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 大塚

25・26 四国高校選抜 徳島県 27 松茂 20 北島
27・28 四国高校強化 徳島県

1
7～11 小学生 岐阜市 11 北島 11 徳島市選手権 トモニ全

10 トモニ2 24 ＳＣ
30・31 四国実業団 高知県 30 ＳＣ 阿南市選手権

2 6 トモニ1
20～22 社会人ｸﾗﾌﾞ(団体)大阪市 6 香川県 6 阿南全 13 阿南全

11 松茂 14 阿南全
14 ＳＣ

阿南市ﾚｸﾚｰｼｮﾝ 阿南
3

24～28 高校選抜 郡山市他 13 香川県 14 トモニ1
26～28 中学生 由利本荘市 20 14 ＳＣ

県内会場 アミノ アミノバリューホール ＳＣ 徳島市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 阿南 阿南市ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ 全 第1･第２競技場

略　称  　視 〃　 視聴覚室 Ｂ＆Ｇ 海洋センター体育館 那賀川 阿南市那賀川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  １ 第1競技場

トモニ とくぎんトモニアリーナ 北島 北島北公園総合体育館 日和佐 日和佐総合体育館  ２ 第2競技場

松茂 松茂町総合体育館 大塚 大塚製薬工場体育館 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/）

四国小学生新人 レディースオープン

総会 小学生強化１０

学生（団体）

小学生強化９

高校冬季①四国中学校冬季

中学校新人

徳島丸亀定期戦
小学生新人

中学校団体

市町村大会

中学校新人
高校冬季②

中学生予選

高校選手権(団体)

バドレク
冬季実業団

小学生強化合宿①
小学生強化合宿②

小学生強化６

高校新人①

中学生予選

高校新人③
高校新人②

高校ｼﾝｸﾞﾙｽ①

レディースクラブ対抗

高校学年別①
全国小学生県予選高校学年別②
全国小学生県予選

ＪＯＣ県予選② 小学生選手権②

小学生強化４

高校ｼﾝｸﾞﾙｽ②

小学生強化３
中学総体①

混合 中学総体②
ＪＯＣ県予選① 小学生選手権①

小学生強化２
小学生強化合宿①国体予選①
小学生強化合宿②国体予選②強化
夏季実業団

クラブ対抗

学生（個人） 高校総体④
シニア

西日本中学校強化ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ(中）

高校総体①
小学生ＡＢＣ予選 高校総体②

高校選手権（個人）

小学生強化１

春季実業団

中学選手権②

会長杯（単・複）

全国大会等 県協会大会等 県内大会等

ｼﾞｭﾆｱ新人① ﾚﾃﾞｨｰｽ予選
ｼﾞｭﾆｱ新人②

四国大会等
高校強化合宿3/31

ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ(小）

四国大学生選手権

四国小学生県対抗 社会人

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾗﾜｰ

高校選手権（個人）

中学選手権①

高校総体③

若葉カップ県予選

西日本ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ学生

県総合①
県総合②

小学生強化７

小学生対抗

小学生強化８

小学生強化５

四国総合県予選


