
＊　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。 令和4年5月1日現在

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

6～10 大阪スポーツマスターズ２０２２バドミントン競技会 大阪府堺市 日バ・大阪府

24 第３４回高校生春季大会(国体選考会） 旭学園体育館・第二体育館 県バ・高校部

30～5/1 第３４回中学生春季大会 大和勤労者体育センター・佐賀市立体育館 県バ・中学部

5・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・嬉野市中央体育館 県バ・小学部

14 中学校指導者講習会・審判講習会 大和勤労者体育センター 県バ・中学部

18～21 第62回学生リーグ戦大会 那覇市民体育館 九バ・沖縄県

26 第３５回レディース春季大会 大和勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

8 第３６回県リーグ 唐津市近郊 県バ（ﾘｰｸﾞ実行委）

28～6/1 ２０２２年日本ランキングサーキット　　 埼玉県さいたま市 日バ・埼玉県

27～29 高等学校総合体育大会 旭学園体育館・第二体育館・ネイブル 県高体連

28,29 審判講習・研修・認定会 旭学園 県バ・競技審判部

4 全国小学生選抜ABC大会選考会2次予選 緑ヶ丘社会体育館 県バ・小学部

4 教職員大会（単・複）　 赤松小学校 教職員連盟

5 社会人（年齢別複の部）兼ﾏｽﾀｰｽﾞ選考会 場所未定 県バ・社会人部

15～19 第７２回全日本実業団選手権大会 実業団・大阪府大阪市

17～19 第１５回全国社会人クラブ選手権大会（個人戦） 日バ・富山県高岡市

17～20 第５7回全九州高校体育大会 昭和電工武道スポーツセンター 九州高体連・大分県

17～23 第７１回九州学生選手権大会 諫早市中央体育館(内村記念アリーナ） 九州学生連盟・長崎県

25～26 中学校総合体育大会 吉野ヶ里文化体育館・大和勤労者体育センター 県バ・中学部

21～24 第４０回全日本レディース選手権大会 北海道札幌市 日バ・北海道

23 第３３回中学生普及向上大会 佐賀市立体育館 県バ・中学部

23～28 第７３回全国高等学校バドミントン選手権大会 日バ・徳島県

26～31 ヨネックス秋田マスターズ２０２２ 秋田県秋田市 日バ・秋田県

29～8/1 第３８回若葉カップ全国小学生大会 京都府長岡京市 日バ・京都府

7 第４４回九州大会予選 佐賀勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

8～10 第５１回九州中学校競技大会 那覇市民体育館 九州中体連・沖縄県

12～14 第２３回ダイハツ全国小学生ABC大会 熊本県八代市 日バ・熊本県

12～16 第６１回全日本教職員バドミントン選手権大会 愛媛県松山市 日バ・愛媛県

13～14 第１０回全日本学生ミックスダブルス選手権大会 愛知県名古屋市 日バ・愛知県

16～19 第２４回全国高等学校定時制通信制大会 神奈川県小田原市 日バ・神奈川県

19～21 第４２回国体ブロック大会 八代トヨオカ地建アリーナ（八代市総合体育館） 九バ・熊本県

19～22 第５２回全国中学校バドミントン大会 青森県弘前市 全国中体連・青森県

22～28 第２７回世界バドミントン選手権大会２０２２ 東京都渋谷区 日バ・東京都

29～9/4 ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン２０２２ 大阪府大阪市

2～7 第６５回全日本社会人選手権大会 愛知県一宮市 日バ・愛知県

3～4 第４６回全日本高等専門学校選手権大会 香川県丸亀市 日バ・香川県

3～4 全九州小学生大会佐賀県選考会 唐津文化体育館 県バ・小学部

10～12 第６９回総合選手権大会 シーハットおおむら 九バ・長崎県

11 第３６回県リーグ 佐賀市近郊 県バ・社会人部

11 小学生全国大会団体メンバー選考会 緑ヶ丘社会体育館 県バ・小学部

16～19 第４１回全日本ジュニア選手権大会 福岡県北九州市 日バ・福岡県

23～25 日本スポーツマスターズ２０２２バドミントン競技会 岩手県北上市

23 第３７回中学生学年別大会 佐賀勤労者体育センター・大和勤労者体育センター 県バ・中学部

24～25 第４７回高校生学年別大会 旭学園体育館・第二体育館

審判講習・研修・認定会

29 第３５回レディース秋季大会 大和勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

7～10 第７７回国民体育大会 栃木県大田原市 日スポ協・　栃木県

8～9 第４４回全九州レディース選手権大会 那覇市民体育館 九バ・レディース連盟沖縄県

4～6 第３９回小学生大会 那覇市民体育館・豊見城市民体育館 九バ・九州小学生連盟・沖縄県

14～20 第７３回全日本学生選手権 山梨県甲府市 日スポ協・　山梨県

第　　回県民スポーツ大会

22,23,30 第４９回高校新人大会兼九州高校選抜大会予選 旭学園体育館・第二体育館

19～23 ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会 大阪府大阪市

6 第３６回県リーグ 佐賀市近郊 県バ・社会人部

11/5～2/12 BADMINTON　 S/J リーグ 　２０２２ 日本ﾘｰｸﾞ実行委

17 レディース杯 大和勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

18～21 第３９回全日本シニア選手権大会 高知県・愛媛県・香川県 日バ・

23 第４３回小学生大会（複） 唐津市文化体育館 県バ・小学部

28～12/3 第６１回中国四国九州学生選手権大会 熊本県立総合体育館・熊本市総合体育館 九州学生連盟・熊本県

4 社会人大会(ランク別複及び混合の部） 三日月小学校体育館 県バ・社会人部

4・10 第３８回中学校新人大会兼全国中学生選抜大会予選 大和勤労者体育センター・佐賀市立体育館 県バ・中学部

9～11 第１７回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(個人戦） 山梨県甲府市 日本ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟・山梨県

11 第３６回県リーグ 佐賀市近郊 県バ・社会人部

17 第３７回教職員郡市対抗・混合大会 赤松小学校 教職員連盟

15～18 第５１回九州高校選抜大会 基山町、吉野ヶ里町 九バ・佐賀県

23～27 第３１回全国小学生選手権大会 石川県金沢市 日バ・石川県

24～30 第７６回全日本総合選手権大会 東京都調布市 日バ・東京都

4～7 第３６回全九州ジュニア合宿 鹿児島県 九バ・強化委員会・鹿児島県

29 第３６回県リーグ 佐賀市近郊 県バ（ﾘｰｸﾞ実行委）

17～19 第２３回社会人クラブ対抗選手権大会 京都府向日市・城陽市 日バ・京都府

16 第２１回県レディースクラブ対抗大会 大和勤労者体育センター 県バ・ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

18～19 第１６回九州中学生大会 玉名市総合体育館 九州中体・熊本県

25～26 第６８回社会人選手権大会 別府市総合体育館（べっぷアリーナ） 九バ・大分県

未定 第３５回高校生普及向上大会

第４８回総合選手権大会(単）

5 第３６回学童オリンピック 唐津市文化体育館 県バ・小学部

24～26 第２３回全日本中学生選手権大会 長野県長野市 日バ・全国中体連・長野県

24～28 第５１回全国高校選抜大会 岩手県花巻市 日バ・全国高体連・岩手県

佐賀県バドミントン協会常任理事会　　　２０２２年　５月　　日（　　）AM：【佐賀市】・　　２０２２年　　月　　日（　　）AM：佐賀市

佐賀県バドミントン協会理事会　　　　　２０２２年　５月　　日（　　）PM：　佐賀市　

九州バドミントン連盟理事会　　　　　　２０２２年　３月２１日（　　）PM：　福岡市　・　　２０２２年　８月　　日（　　）PM：熊本県

公財）日本バドミントン協会評議員会    ２０２２年　６月１２日（　　）PM：　東京都　・　　２０２３年　３月　５日（　　）PM：東京

２０２２世界選手権大会・・・・日本開催決定（ＢＷＦ）　２０２２．８．２２～２８
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令和4年度　佐賀県バドミントン協会　行事予定表
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２０２２年世界選手権大会・・・・日本開催決定（ＢＷＦ）　２０２２．８．２２～２８
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