
日 行　事　名 場　所 日 行　事　名 場　所 日 行　事　名 場　所

3/27,28 第1４回全国社会人クラブ選手権予選会 加古川市総合体育館 3/31～4 大阪インターナショナルチャレンジ2021 大阪府（守口市）　　　中止

11 令和３度年度兵庫県協会総会 勤労会館 ３０８号室

15 第39回全日本レディース選手権大会予選会 川西市総合体育館

17 U-15スーパージュニア第1回強化練習会 村野工高校ひよどり体育館

17～18 学生選手権大会（個人） グリーンアリーナ神戸 29 令和3年度近畿協会　理事会 京都（京都ホテルオークラ）

29 実業団春季リーグ戦（団体） 姫路ウインク体育館

11～5/9 第76回社会人春季リーグ戦（団体） 県立総合、駒ヶ谷、加古川総合、グリーンアリーナ 22～23、30 関西学生春季リーグ戦 和歌山県（ビッグホエール,ウエーブ）

4～5 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

５，１５～１６ 第72回総合選手権大会 三田駒ヶ谷、姫路ｳｲﾝｸ・神戸市中央 15～16 関西学生選手権大会 和歌山県（ビッグホエール,ウエーブ）

9 県民大会総合開会式 県立明石公園陸上競技場 22～23 関西学生順位決定戦・入替戦 奈良県（ならでんアリーナ）

8 中学生選手権大会（ダブルス） 伊丹市立緑ヶ丘体育館

9 公認3級審判員資格講習会 神戸市立勤労会館 20 レディースバドミントン競技大会 京都府（島津アリーナ）

8、13、14 第92回レディース大会（団体） 神戸市立中央、宝塚市立総合体育館

28～30、6/5～6 第64回高校総合体育大会 未定 22,25,29～30 第69回関西学生選手権大会 和歌山県（ビッグホエール,ウエーブ） 5/29～6/2 2021年日本ランキング作サーキット大会 埼玉県（さいたま市）

29 ABC二次予選・わかばカップ兵庫県予選会 三田市城山公園体育館

高校定時制・通信制大会（個人戦) 神戸市立摩耶兵庫高校体育館 6,20,22 第69回関西学生選手権大会 未定 6/18～20 第14回全国社会人クラブ選手権大会（個人） 愛知県（豊田市スカイホール)

学生選手権大会春季リーグ戦（団体） 第58回高等専門学校体育大会 和歌山県

26～27 第76回国体・兵庫県代表選手選考会 村野工高校ひよどり体育館 下旬 第55回教職員選手権大会（団体） 滋賀県（学校体育館） 23～27 第71回全日本実業団選手権大会 愛知県（名古屋市）

22～23 第30回全国小学生選手権・兵庫県予選会 県立総合体育館

24～25 全日本ジュニア選考会（高校）

28～29 第64回中学校総合体育大会 姫路ウインク体育館 7/17～19 第37回若葉カップ全国小学生大会 京都府（長岡京市）

31 全日本ジュニア選考会（中学） 高砂市立宝殿中学校体育館 7/24～8/2 東京オリンピックバドミントン競技 東京都（調布市）

8/7～8 第9回全日本学生ミックスダブルス選手権大会 神奈川県（小田原市）

8～13 第72回全国高等学校選手権大会 富山県（高岡市、射水市）

14～15 国体・県強化選手合同強化練習会 村野工高校ひよどり体育館 9～10 第70回中学校総体近畿大会 兵庫県（高砂市総合体育館） 14～15 第22回ダイハツ全国小学生ABC大会 熊本県（八代市）

21～22 第76回国体近畿ブロック大会 大阪府（岸和田市総合体育館） 15～18 第23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）

高校定時制・通信制大会（団体） 15～19 第60回全日本教職員選手権大会 新潟県（新潟市）

28～29 小学生秋季大会 グリーンアリーナ神戸 23～31 第61回西日本学生選手権大会 福岡県（北九州市） 17～22 ヨネックス・秋田マスターズ大会2021 秋田県（秋田市）

4、11、16 第93回レディース大会（個人） 宝塚市立総合体育館・川西市総合体育館 20～23 第51回全国中学校大会 山梨県（甲府市）

11～12 高校新人選手権大会 豊岡市総合体育館 27～29 第39回全日本レディース選手権大会 山形県（山形市）

18～19 第2回国体・県強化選手合同強化練習会 村野工高校ひよどり体育館 12 第30回全国小学生選手権近畿予選 和歌山県（ビッグホエール） 28～29 第45回全日本高等専門学校選手権大会 岩手県（一関市）

18、20 第35回社会人年代別大会（個人） 加古川日岡山、駒ヶ谷体育館 24～9/5 東京パラリンピックバドミントン競技大会 東京都

9/23～11/23 第77回社会人秋季リーグ戦（団体） 高砂、三木山総合、加古川市総合　他 14～30 関西学生秋季リーグ 各大学体育館 9/3～８ 第64回全日本社会人選手権大会 鳥取県（鳥取市、倉吉市）

4～5、10/30～31 第75回兵庫県民体育大会 グリーンアリーナ、姫路市立総合スポーツ会館 17～20 第40回全日本ジュニア選手権大会 大分県（大分市）
      4～5                                 30～31 2～3 関西学生順位決定戦・入替戦 滋賀県（皇子が丘体育館） 18～20 日本スポーツマスターズ2021バドミントン競技会 岡山県（総社市）

10 １，２級審判講習会 神戸市立勤労会館 2 第31回近畿実業団リーグ戦 奈良県（桜井市芝運動公園体育館） 25～28 第76回国民体育大会バドミントン競技 三重県（伊勢市）

１６～１７ 実業団秋季リーグ戦（団体） 姫路市立総合スポーツ会館 23～24 第70回総合選手権大会（一般の部） 兵庫県（姫路ウインク体育館） 27～10/3 ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2021バドミントン選手権大会 大阪府（大阪市）

10/15～21 第72回全日本学生選手権大会 奈良県（奈良中央、郡山、田原本）

6～7 高校新人選手権大会（団体） 加古川市日岡山体育館 第11回ねんりん交流会

20～21 第51回中学校新人大会 加古川市立山手中学校 6～20 関西学生新人戦大会 各大学体育館 26～31 パラバドミントン世界選手権大会2021 東京都（墨田区）

27 第44回近畿レディース選手権大会予選会 川西市総合体育館 7 第28回社会人クラブ・団体戦 京都府（山城総合運動公園） 27～31 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）

28 公認3級審判員資格取得講習会 神戸市立勤労会館 第68回高校選手権大会 和歌山県

学生新人戦・秋季リーグ戦 高校定時制・通信制大会（団体・個人） 大阪府 11/6～2/13 バドミントンS/Ｊリーグ2021 全国各地

12/4 全日本中学生選手権兵庫県代表選考会 高砂市立宝殿中学校 ４～５ 第8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） 19～22 第38回全日本シニア選手権大会 福岡県（北九州市）

4～5 第53回教職員選手権大会 未定 12/3～5 第16回全日本レディース競技大会（個人戦） 香川県（坂出市,丸亀市,高松市）

5 U－15スーパージュニア第2回強化練習会 村野工高校ひよどり体育館 27～29 第50回高校選抜大会近畿予選会 大阪府（臨海スポーツセンター） 10～12 第20回日本ジュニアグランプリ2021 栃木県（宇都宮市）

16～18 第16回オープンレディース大会（すみれオープン） 宝塚市立総合体育館 24～30 第75回全日本総合選手権大会 東京都（世田谷区駒沢）

9 第34回小学生大会（団体戦） 兵庫県（神戸市立中央体育館） 25～29 第30回全国小学生選手権大会 福島県（郡山市、須賀川市）

8～9, 2/5～6 第36回カーニバル大会 姫路市立総合スポーツ会館（8,9)、 ウインク体育館(5,6) 23 第56回教職員選手権大会（個人） 大阪府（千島体育館）

22～23 第40回兵庫県社会人クラブランク別大会 グリーンアリーナ神戸 29～30 第19回総合選手権大会（シニアの部） 滋賀県（野洲市総合体育館）

11 第23回小学生クラブ対抗大会 県立総合体育館 未定 令和3年度近畿協会　理事会 京都（京都ホテルオークラ） 2/11～13 第22回全国社会人クラブ対抗選手権大会（団体戦） 岡山県（岡山総合文化体育館）

12～13 中学生選手権大会（学年別シングルス） 姫路スポーツ(12)、伊丹S.C.(13)

27 日体協公認指導員Ｒ3年度更新研修会 神戸市立勤労会館 26～27 第44回社会人クラブ選手権大会（個人） 和歌山県（県立体育館）

12 実業団総合選手権大会 未定 5～6 第70回実業団選手権大会（団体） 奈良県（田原本中央体育館） 3/24～28 第50回全国高等学校選抜選手権大会 栃木県（宇都宮市）

26～27 第1５回全国社会人クラブ個人戦予選会 加古川市立総合体育館 26 第44回レディース選手権大会 京都府（島津アリーナ） 25～27 第22回全日本中学生選手権大会 徳島県（鳴門市,徳島市,吉野川市）
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　　令和３年　４月  １日

全　日　本　関　係近　畿　関　係県　関　係
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  　令和 ３年度　兵庫県バドミントン協会事業計画　　　（№２０)


