
月 予定日 曜日 大会名 会場予定 予定日 九州・全国大会名 会場

16 火 全日本レディースクラブ対抗県予選 南大分体育館 4/3～7 大阪インターナショナルチャレンジ2019 大阪府

21 日 大分県社会人大会（団体戦）春季　豊後大野市大原総合体育館 5/25～29 日本ランキングサーキット大会 埼玉県

29 月 第１回県協会理事会・評議員会 昭和電工・ドーム大分 5/11～13 ６６回全九州総合選手権 宮崎県

11～12 土日 ダイハツ全国小学生ＡＢＣ大会県予選 ダイハツ九州アリーナ 5/16～19 ５９回九州学生リーグ戦大会 長崎県

5 18～19 土日 大分県社会人大会（個人戦） 津久見市体育館 6/13～17 ６９回全日本実業団バドミントン大会 埼玉県

6/14～17 全九州高校体育大会 福岡県

1～3 土～月 県高校総体 べっぷアリーナ 6/15～17 第３５回全国社会人クラブ選手権 宮城県

9 日 大分県レディース大会(団体戦) コンパルホール 6/29～30 小学生強化練習（北部） 行橋市

15～16 土日 大分県民体育大会バドミントン競技 大分県立総合体育館 6/20～26 ６８回九州学生選手権大会 福岡県

22 土 豊後オープン へ゛っぷアリーナ 6/15～16 小学生強化練習（南部） 八代市

22～23 土日 国民体育大会 大分県予選 未定 7/20～23 ３５回若葉カップ小学生大会 京都府

29～30 土日 ジュニアオリンピック 日田総合体育館・中城体育館 23～28 ダイハツ・ヨネックスオープン２０１９ 東京都

未定 土日 大分県学生選手権　春季大会 未定 25～28 ３７回全日本レディース団体戦 広島県

13 土日 全日本ジュニア県予選(新人の部) 佐伯市総合体育館 31～8/5 ７０回全国高等学校バドミントン大会 熊本県

7 13～14 土日 全日本ジュニア県予選(ｼﾞｭﾆｱの部) 佐伯市総合体育館/別府市 8/5～7 ７回全日本学生ミックスダブルス 千葉県

14 日 大分県レディース大会(個人戦) コンパルホール 10～14 ５８回全日本教職員バドミントン大会 長崎県

24～26 水木金 中体連総体 コンパルホール 11～13 ２０回ダイハツ全国小学生ＡＢＣ大会 熊本県

28 日 社会人サーキット竹田大会 久住総合運動公園体育館 13～18 ヨネックス・秋田マスターズ大会２０１９ 秋田県

10～11 土日 西瀬戸交流大会 広島県　 15～18 ２１回全国高等学校定時通信制大会 神奈川県

16～18 金土日 ３９回 国体九州ブロック大会 佐賀県唐津市 19～22 ４９回全国中学校バドミントン大会 兵庫県

18 日 九州レディース大分県予選 コンパルホール 30～9/4 ６２回全日本社会人バドミントン大会 福岡県

24～25 日 全国小学生大会県予選 ダイハツ九州アリーナ 31～9/1 ４３回全日本高等専門学校大会 山口県

14 土 県小・中学生交流会 べっぷアリーナ 8/16～18 ３９回 国体九州ブロック大会 佐賀県

22/23 月 社会人サーキット臼杵大会 諏訪山体育館　予定 8/6～8 ４８回九州中学校競技大会 福岡県

29.10/2 日水 第７４回 国民体育大会 茨城県 8/29～9/6 西日本学生選手権大会 熊本県

9/20～23 ３８回全日本ジュニアバドミントン大会 新潟県

19 土 大分県教職員大会 日田市中城体育館 21～23 日本スポーツマスターズ２０１９ 岐阜県

26～27 土日 大分県中学校新人大会 コンパルホール 29～10/2 第７４回 国民体育大会 茨城県

10/11～17 ７０回全日本学生選手権大会 神奈川県

10/12～13 ４１回九州レディース選手権大会 長崎県

4 月 大分県社会人大会（団体戦）秋季　豊後大野市大原総合体育館 10/19～20 ３６回九州小学生大会 佐賀県

9～10 土日 大分県高校新人大会 へ゛っぷアリーナ 10/23～27 ヨネックス杯国際親善レディース２０１９ 熊本県

16～17 土日 大分県協会長盃争奪戦 県立武道スポーツセンター 11/2～ バドミントン S/J  リーグ ２０１９ 全国各地

未定 土日 県学生選手権秋季大会 未定 15～18 ３６回全日本シニア選手権大会 福島県

30.12/1 土日 豊の国小学生大会 豊後大野市大原総合体育館 22～24 １８回日本ジュニアグランプリ２０１９ 栃木県

8 日 大分県総合バドミントン選手権大会 未定 25～12/1 平成３１年度全日本総合選手権大会 東京都

12 14～15 土日 大分県中学生大会 日田市 23～24 九州小学生連盟各県対抗団体戦 大川市

21 土 大分県混合選手権大会 別府市民体育館 12/6～8 １４回全日本レディース大会（個人戦） 福井県

13 月 社会人サーキット日出大会 日出町 22～25 ２８回全国小学生バドミントン大会 徳島県

13 月 大分県スポーツ少年団交流大会 県立武道スポーツセンター 12/20～23 ４８回九州高校選抜大会 沖縄

26 日 湯けむりレディースオープン大会 べっぷアリーナ 1/4～7 ３３回九州ジュニア強化合宿 鹿児島県

9 日 第２回県協会理事会  未定 2/1～2 ６５回九州社会人選手権大会 福岡県

未定 月 大分県高校学年別大会 未定 2/22～23 １３回九州中学生大会 福岡県

22～23 土日 大分県小学生バドミントン選手権 日田総合体育館・中城体育館 2/29～3/2 第２０回全国社会人クラブ対抗大会 大分県

2/29～2 土日月 第２０回全国社会人クラブ対抗大会 べっぷアリーナ

14～15 土日 大分県小学生団体戦 佐伯市総合体育館 3/25～29 ４８回全国高等学校選抜大会 鹿児島県

29 日 社会人サーキット別府大会 別府市民体育館　　 27～29 ２０回全日本中学生バドミントン選手権 東京都

　     平成 ３１年度大分県バドミントン協会大会予定表（案）    (九州・全国大会)　  4/10　現
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