
日 場　　所 日 場　　所 日 場　　所

4/１２ 令和２年度兵庫県協会総会 グリーンアリーナ会議室　　　　≪中止≫ 4/１～５ 大阪インターナショナルチャレンジ 2020 大阪府（守口市）　　　≪中止≫

5 Ｕ－１５スーパージュニア第１回強化練習会 三菱電機神戸体育館　　　　　　≪中止≫

16 第３８回全日本レディ－ス選手権大会予選会 川西市総合体育館　　　　　　　　≪中止≫

４～５，１１ 実業団春季リーグ戦（団体） 三菱重工・電機神戸体育館　　　≪中止≫

５、１１ 第13回全国社会人クラブ選手権予選会 加古川市総合体育館   　　　　　≪中止≫

１２～5/６ 第７４回社会人春季リーグ戦（団体） 駒ヶ谷、神戸中央、グリーンアリーナ　≪中止≫ 4/29 令和２年度近畿協会　理事会 京都（京都ホテルオークラ）　≪中止≫

学生選手権大会(個人）
１８～１９、２５～２６、５/２ 第7４回 兵庫県民体育大会 ウインク体育館、三菱電機体育館　　≪中止≫ 29、5/１～６ 関西学生春季リーグ戦 各大学体育館　　　≪中止≫

5/5～６ 小学生春季大会兼ABC大会一次予選 グリーンアリーナ神戸

10 県民大会総合開会式 県立明石公園陸上競技場　　　≪中止≫

10 中学生選手権大会（ダブルス） 伊丹市立緑ヶ丘体育館　　　　　≪中止≫ 5/９～１０ 関西学生順位決定戦・入替戦 滋賀県（皇子が丘体育館）

１４、２３ 第９０回レディース大会（団体） 宝塚市総合、中央体育館　　   ≪中止≫

２３、２４、３０、６/６ 第７１回総合選手権大会 三菱重工/電機神戸体育館 　  ≪延期≫

17 公認３級審判員資格講習会 グリーンアリーナ神戸　会議室 5/２３～２７ 2020年 日本ランキングサーキット大会 埼玉県（さいたま市）　　≪延期≫

２９～３１、6/６～７ 第６４回高校総合体育大会 ベイコム、神戸中央、駒ヶ谷、神戸常盤

31 ABC二次予選 ・ わかばカップ兵庫県予選会 三田駒ヶ谷体育館 ３０～6/１４ 第69回関西学生選手権大会 各大学体育館

高校定時制・通信制大会（個人） 神戸市立摩耶兵庫高校体育館 6/4 レデｲースバドミントン競技大会 兵庫県（宝塚市）　　≪中止≫ 6/２０～２２ 第13回全国社会人クラブ選手権大会 (個人） 愛知県（豊田市） 　   ≪中止≫

6/27（午前） 兵庫ラリーラリー大会 三菱重工神戸スポーツセンター 27～28 第57回高等専門学校体育大会 兵庫県（高砂市総合体育館） ２４～２８ 第70回全日本実業団選手権大会 大阪府（中央体育館他）　　≪中止≫

２７（午後）～２８ 第７５回国体・兵庫県代表選手選考会 三菱重工神戸スポーツセンター 28 第５４回教職員選手権大会（団体） 和歌山県（県立熊野高校体育館）

学生選手権大会春期リーグ戦（団体）
7/１８～２１ 第36回若葉カップ全国小学生大会 京都府(長岡京市)

４ 全国小学生選手権・兵庫県予選会 加古川市総合体育館 ２５～8/３ 東京オリンピックバドミントン競技 東京都      　≪１年先に 延期≫

8/７～１２ 第71回全国高等学校選手権大会 愛媛県（松山市）

２６～２７ 第６４回中学校総合体育大会 加古川市立日岡山体育館 １３～１７ 第５９回全日本教職員選手権大会 高知県（高知市、南国市）

全日本ジュニア選考会（中学） １４～１６ 第２１回ダイハツ全国小学生ＡＢＣ大会 熊本県（八代市）

8/５～６ 第６９回中学校総体近畿地区予選 兵庫県（高砂市総合体育館） １７～２０ 第２2回全国高校定時制・通信制大会（団体・個人） 神奈川県（小田原市）　

２２～２３ 第７５回国体近畿ブロック大会 滋賀県（県立体育館） １６～２２ 第24回日韓青少年スポーツ交流（韓国より受入） 兵庫県（姫路市・ウインク体育館）

全日本ジュニア選考会（高校） 未定 １８～２３ ヨネックス・秋田マスターズ大会 2020 秋田県（秋田市）

高校定時制・通信制大会（団体） 神戸市立摩耶兵庫高校体育館 9/１～９ 第６０回 西日本学生選手権大会 島根県（松江市総合、鹿島総合、浜山公園） １８～１９ 第8回全日本学生ミックスダブルス選手権大会 福島県（いわき市総合）

高校新人選手権大会（個人） 豊岡市総合体育館 12 第２９回全国小学生選手権近畿予選 滋賀県 ２０～２３ 第37回全日本レディース選手権大会 群馬県（前橋市）

9/19～２０ 第３３回社会人年代別大会（個人） 加古川市総合体育館 ２０～２３ 第５０回全国中学校大会 愛知県（春日井市）

10、１９ 第９１回レディース大会（個人） 宝塚市立総合、　川西市総合体育館 9/５～６ 第４４回全日本高等専門学校選手権大会 京都府（舞鶴市）

１２、１９，２６ 実業団秋季リーグ戦（団体） 三菱重工神戸SP、三菱電機神戸体育館 １５～２２ 関西学生秋季リーグ戦 各大学体育館 ５～９ 第６３回全日本社会人選手権大会 宮城県（仙台市）

２１～２２ 小学生秋季大会 グリーンアリーナ神戸 １９～２０ 第６９回総合選手権大会（一般の部） 京都府（山城運動公園体育館） １９～２２ 第３９回全日本ジュニア選手権大会 愛知県（豊田市）

１９～２１ 日本スポーツマスターズ２０２０バドミントン競技会 愛媛県（砥部市）

２７ 第30回近畿実業団リーグ戦 京都府（三菱自動車京都体育館） ２２～２７ ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2020 選手権大会 神奈川県（横浜市）

10/３～４ 国体・県強化選手合同強化練習会 三菱電機神戸体育館 10/３～４ 関西学生順位決定戦・入替戦 滋賀県（皇子が丘体育館） 10/９～１２ 第7５回国民体育大会バドミントン競技会 鹿児島県（指宿市）

１６～２２ 第７１回全日本学生選手権大会 愛知県（一宮市総合）

３～11/２３ 第７５回社会人秋季リーグ戦（団体） グリーンアリーナ神戸、高砂、ウインク、三木他 第１１回ねんりん交流大会

高校新人選手権大会（団体） 11/７～１５ 関西学生新人戦大会 各大学体育館 ２０～２４ ヨネックス杯国際親善レディース大会 ２０２０ 大阪府（大阪市）

11/１５ 公認３級審判員資格取得講習会 神戸市勤労会館 ７～８ 第７回近畿オープン小学生大会 和歌山県（ビッグホエール、ウエーブ） ３０～１１/２ 韓国・済州協会との親善交流大会 兵庫県（姫路市立総合スポーツ会館）

28 第４３回近畿レディ－ス選手権大会予選会 川西市総合体育館 8 第２７回社会人クラブ・団体戦 京都府（山城運動公園体育館） ３１～２/２１ バドミントン日本リーグ２０２０ 熊本県（開幕戦）～全国各地

第５０回中学校新人大会 １３～１５ 第６７回高校選手権大会 奈良県（桜井市・田原本体育館） 11/２０～２３ 第３７回全日本シニア選手権大会 埼玉県（久喜市 他）

12/3～5 第１５回レディースすみれオープン大会 宝塚市立総合体育館 １８～２１ 高校定時制・通信制大会（団体・個人） 和歌山県（田辺スポーツパーク） ３０～１２/６ 第７４回全日本総合選手権大会 東京都（世田谷区駒沢）

5～６ 第５２回教職員選手権大会 姫路高校体育館 12/６ 第33回小学生大会（団体戦） 京都府（西山公園体育館） 12/１１～１３ 第１９回全日本バドミントンジュニアグランプリ ２０２０ 栃木県（宇都宮市）

12 Ｕ－１５スーパージュニア第２回強化練習会 三菱電機神戸体育館 １８～２１ 第４９回高校選抜大会近畿予選会 和歌山県（田辺SPパーク） １１～１３ 第１５回全日本レディース競技大会(個人戦） 和歌山県（和歌山市）

学生新人戦・秋季リーグ戦

1/２３～２４ 第18回総合選手権大会（シニアの部） 和歌山県（ビッグホエール、ウエーブ） 1/７～１１ 第２９回全国小学生選手権大会 岐阜県（岐阜市）

1/２３～２４ 第３９回兵庫県社会人クラブランク別大会 神戸市立中央体育館 24 第55回教職員選手権大会（個人） 大阪府（大阪市立東淀川体育館）

2/６～７、１３～１４ 第３５回カーニバル大会 三菱重工神戸SP、三菱電機神戸体育館 2/６ 令和2年度 近畿協会　理事会 京都（京都ホテルオークラ）

１１ 第２３回小学生クラブ対抗大会 三田駒ヶ谷体育館

１３～１４ 中学生選手権大会（学年別シングルス） 伊丹市立緑ヶ丘体育館 ６～７ 第43回社会人クラブ選手権大会（個人）奈良県（桜井市芝運動公園体育館） 2/２０～２２ 第２１回全国社会人クラブ対抗選手権大会 大阪府（大阪市おおきにアリーナ舞洲）

21 日体協公認指導員R２年度更新研修会 三菱重工神戸スポーツセンター

3/13 実業団総合選手権大会 三菱電機神戸体育館 3/６～７ 第６９回実業団選手権大会（団体） 京都府（ハンナリーズアリーナ）

13 第４３回レデｲース選手権大会 兵庫県（宝塚市立総合体育館） 3/２４～２８ 第４９回全国高等学校選抜大会 福島県（須賀川市、郡山市）

２７～２８ 第１４回全国社会人クラブ個人戦予選会 加古川市総合体育館 ２６～２８ 第２１回全日本中学生選手権大会 秋田県（由利本荘市）
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令和 ２ 年  4月 15日 

全　　　　日　　　　本　　　　関　　　　係
行　　事　　名

近　　　　　畿　　　　　関　　　　　係
行　　事　　名

令和 ２年度　兵庫県バドミントン協会事業計画  　（№ １７）

県　　　　　　関　　　　　係
行　　事　　名

6

10

11

9

8

5


