
＊　行事予定は、期日・会場等が変更になることがありますのでご注意下さい。 平成２９年４月９日現在

月 日 県　　　　　内　　　　　大　　　　　会 九　　州　  ・　 全　　国　　大  　会  　等 会　　　　　　　場 主　催　・　主　管　等

９ 社会人（単）兼・国体ﾏｽﾀｰｽﾞ選考会 佐賀勤労者体育センター 県バ・社会人部

９ 指導者講習会（中学部） 大和中学校体育館 県バ

２３ 高校生春季大会(国体選考会） 旭学園体育館 県バ・高校部

３０ 中学生春季大会 佐賀市立体育館 県バ・中学部

７ 第３１回リーグ春季大会 佐賀市周辺 県バ（ﾘｰｸﾞ実行委）

１３～１４ 全九州総合・全日本総合九州地区予選会 那覇市民体育館 九バ・沖縄県

１４ 小学生学年別大会(単)兼ABC大会選考会 唐津市文化体育館 県バ・小学部

１８ 第６２回レディース春季大会 佐賀勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

１８～２２ 九州大学生リーグ戦大会 唐津市文化体育館 九州学生連盟

２７～３１ ランキングサーキット さいたま市記念総合体育館 日バ

２～４ 高等学校総合体育大会 旭学園体育館・ネーブル 県高体連

４ 全国小学生選抜ABC大会選考会 多久市旧北部小学校体育館 県バ・小学部

４ 社会人（複）兼国体・ﾏｽﾀｰｽﾞ選考会 佐賀勤労者体育センター 県バ・社会人部

１６～１９ 全九州高校体育大会 宮崎県　宮崎市総合体育館 九州高体連・宮崎県

１７～１８ 小学生北部九州４県強化練習会 行橋市民体育館 九州小学生連盟

２２～２９ 全九州大学生選手権大会 大分県　別府アリーナ 九州学生連盟

２ 第３９回全九州ﾚﾃﾞｨｰｽバドミントン選手権大会 佐賀県予選 大和勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

５～９ 全日本実業団大会 秋田県秋田市 日バ

８～９ 中学校大会 旭学園体育館 中体連

１７ 中学生普及向上大会 佐賀市立体育館 県バ・中学部

２０～２３ 全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ選手権大会 静岡県静岡市 日バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

２９～３１ 若葉カップ全国小学生大会 京都府長岡京市 日バ・小学生連盟

２９～８/３ 全国高校総合体育大会 山形県（新庄市・鶴岡市・尾花沢市）高体連

６～８ 九州中学校大会 長崎県　諫早市中央体育館 九州中体連

１１ 全日本ジュニア県予選 旭学園体育館 県バ・高校・中学部

１３～１７ 全日本教職員選手権大会 福島県郡山市 日バ・教職員連盟

１４～１６ 全国小学生選抜ABC大会 北海道札幌市 日バ・小学生連盟

１６～２２ 青少年日韓交流事業・韓国 韓国 日本体育協会・他

２２～２５ 全国中学校大会 佐賀県　佐賀県総合体育館 全国中体連

２５～２７ 第３７回九州地区国民体育大会 長崎県　シーハットおおむら 九バ・長崎県

２７～９/４ 西日本大学生選手権大会 福岡県　北九州市 西日本学生連盟

２７ 第３４回小学生全九州大会選考会 唐津市文化体育館 県バ・小学部

２７ 社会人大会(混合複） 県バ・社会人部

１～６ 全日本社会人選手権大会 日バ

３ 小学生全国大会団体メンバー選考会 多久市旧北部小学校体育館

１４ 第６３回レディース秋季大会 佐賀勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

１５～１８ 全日本ジュニア選手権大会 群馬県前橋市 日バ

１６～１８ 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ 兵庫県姫路市 日体協・日バ

１７～１８ 教職員大会（単・複） 本庄小学校 教職員連盟

１９～２４ ﾖﾈｯｸｽ　ｵｰﾌﾟﾝ　ｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都 日バ・B.Ｗ.F公認

審判講習・研修・認定会 唐津地区 県バ

２２～２３ 第３９回全九州レディース選手権大会 熊本県　熊本市総合体育館 九バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

２３～２４ 第４２回高校生学年別大会 旭学園体育館 県バ・高校部

６～９ 第７２回国民体育大会 愛媛県砥部市 日体協・愛媛県

９ 第３３回中学生学年別大会 大和中学校・大和勤労者体育センター 県バ・中学部

１５ 第７０回県民体育大会 唐津地区 県バ・佐賀県

２０～２６ 全日本学生選手権大会 愛知県一宮市 全日本学生連盟

２１～２２ 全九州小学生選手権大会・全国大会九州ﾌﾞﾛｯｸ予選会 大分県　別府アリーナ 九バ・九州小学生連盟

28.29．11/5 第４４回高校新人大会兼九州高校選抜大会予選 旭学園体育館 県バ・高体連
11/4～30.2/4 ２０１７　Ｓ／Ｊリーグ 東京都他各地 日本ﾘｰｸﾞ実行委

１６ レディース杯 佐賀勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

１７～２０ 全日本シニア選手権大会 石川県金沢市他 日バ・石川県

１８～１９ 九州小学生強化合宿 佐賀県　武雄白岩体育館 九バ・九州小学生連盟

１９ 第３１回県リーグ秋季大会 佐賀市周辺 県バ（ﾘｰｸﾞ実行委）

三地区大学選手権大会 三地区学生連盟

２４～２６ 第１６回全日本ジュニアグランプリ 栃木県宇都宮市 日バ・栃木県

２７～１２/３ 全日本総合選手権大会 東京都世田谷区 日バ

３ 第３８回小学生大会（複） 唐津市文化体育館 県バ・小学部

８～１０ 全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(個人戦） 宮城県仙台市 日本ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

９～１０ 中学校新人大会兼全国中学生選抜大会予選 旭学園体育館・大和勤労者体育センター 県バ・中学部

１７ 第３４回教職員郡市対抗・混合大会 本庄小学校 教職員連盟

２２～２５ 全九州高校選抜大会 長崎県　シーハットおおむら 九バ・高体連

２２～２６ 全国小学生選手権大会 広島県広島市 日バ・小学生連盟

４～７ 全九州ジュニア合宿 沖縄県　那覇市民体育館 九バ・強化委員会

２１ 第４４回総合選手権大会(複） 旭学園体育館 県バ

２８ 第３１回県リーグ冬季大会 佐賀市周辺 県バ（ﾘｰｸﾞ実行委）

４ 第３１回高校生普及向上大会 旭学園体育館 県バ・高校部

１０～１１ 第１１回九州中学生大会 宮崎県　宮崎市総合体育館 九州中体連専門部

１７～１８ 全九州社会人大会 鹿児島県　鹿児島アリーナ 九バ・鹿児島県

２２ 第１７回県レディースクラブ対抗大会 佐賀勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

２５ 第４４回総合選手権大会(単） 旭学園体育館 県バ

４ 第３２回学童オリンピック 唐津市文化体育館 県バ・小学部

２３～２５ 全日本中学生選手権大会 奈良県奈良市 日バ・全国中体連

２４～２８ 全国高校選抜大会 愛媛県松山市 日バ・全国高体連

佐賀県バドミントン協会常任理事会　　　平成３０年　２月　　日（　）PM：佐賀市　・　平成３０年　３月　　日（　）AM：佐賀市

佐賀県バドミントン協会理事会　　　　　平成３０年　３月　　日（　）PM：佐賀市　

九州バドミントン連盟理事会　　　　　　平成２９年　８月２５日（金）PM：　　県　・　平成３０年　２月　　日（　）PM：福岡市

公財）日本バドミントン協会評議員会    平成２９年　６月　４日（日）PM：東京　　・　平成３０年　３月　４日（日）PM：東　京ＮＴＣ

公財）日本バドミントン協会事務局長会  平成２９年　　月　　日（　）PM：東京
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