
令和３年度（２０２１）　熊本県大会・九州大会・全国大会・国内での国際大会　予定表 　　　　　　　　　　　　　熊本県バドミントン協会

月 日 曜 県　　大　　会 主　管 会　　　　　場 月 日 曜 九　州　大　会 会　　　　　場 月 日 曜 全　国　大　会 会　　　場

4 24 土 五大学総体 大学 熊本学園大学 5 ８・９ 土・日 全九州ろうあ者大会 山鹿市総合 5 29～6/2 土～水 ２０２１年日本ランキングサーキット大会 埼玉県　さいたま市

4 25 日 熊本県学生選手権大会 大学 熊本学園大学 5 8～10 土～月 第６８回全九州総合選手権大会 八代ﾄﾖｵｶ地建

5 15 土 全国小学生ABC大会県予選会 小学 八代トヨオカ地建 5 28～31 金～月 第６１回学生リーグ戦大会 早水公園体育センター(宮崎県)

5 22・23 土・日 令和３年度県高校総合体育大会（個人） 高校 県立総合・熊本市総合

5 28～30 金～日 令和３年度県高校総合体育大会（団体・個人） 高校 八代トヨオカ地建・東陽スポーツ・大津町総合

6 12 土 城北地区小学生大会 小学 玉名市総合 6 18～21 金～月 第５６回全九州高校体育大会 大村市体育文化センター 6 18～20 金～日 第１４回全国社会人クラブ選手権大会（個人戦） 愛知県　豊田市

6 12・13 土・日 令和３年度県中学生選手権大会（団体・個人） 中学 山鹿市総合 6 18～24 金～木 第７０回学生選手権大会
昭和電工武道スポーツ・ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｺﾀﾞ

ﾏ大洲(大分県) 6 23～27 水～日 第７１回全日本実業団選手権大会 愛知県　名古屋市

6 未定 第18回熊日レディース大会 レディース 未定

7 11・17 日・土 令和３年度全日本ジュニア選手権大会県予選（個人） 中学 芦北しろやま・和水町体育館 7 第７２回九州地区大学体育大会 7 17～19 土～月 第３７回若葉カップ全国小学生大会 京都府　長岡京市

7 22 木 城南地区小学生大会 小学 八代トヨオカ地建 7 24～8/2 土～月 東京2020オリンピック競技 東京都　調布市

7 24・25 土・日 令和３年度県中学校総合体育大会（団体・個人） 中学 県立総合

8 17～19 火～木 令和３年度県高校学年別大会（個人） 高校 県立総合・山鹿市総合　 8 3～5 火～木 第５０回九州中学校競技大会 SAGAサンライズパーク体育館 8 7～8 土～日 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 9 月 中央地区小学生大会 小学 熊本市総合 8 20～22 金～日 第４１回国体ブロック大会 久留米市みづま総合体育館 8 8～13 日～金 第７２回全国高等学校選手権大会 富山県　高岡市、射水市

8 未定 熊日学童オリンピック大会＜個人戦＞ 小学 未定 8 23～31 月～火 第６１回西日本学生選手権大会 北九州市立総合体育館他 8 14～15 土～日 第２２回ダイハツ全国小学生ABC大会 熊本県　八代市

8 24・25 火・水 令和３年度全日本ジュニア県予選（個人） 中学・高校 東陽スポーツ 8 15～18 日～水 第２３回全国高等学校定時制通信制大会 神奈川県　小田原市

8 15～19 日～木 第６０回全日本教職員選手権大会 新潟県　新潟市

8 17～22 火～日 2021ヨネックス秋田マスターズ大会 秋田県　秋田市

8 20～23 金～月 第５１回全国中学校大会 山梨県　甲府市

8 26～29 木～日 第３９回全日本レディース選手権大会 山形県　山形市、天童市

8 28～29 土～日 第４５回全日本高等専門学校選手権大会 岩手県　一関市

9 4 土 全九州小学生大会県予選会 小学 八代トヨオカ地建 9 3～8 金～水 第６４回全日本社会人選手権大会 鳥取県　鳥取市、倉吉市

9 11・12 土・日 第７６回熊本県民体育祭八代大会 県協会 八代トヨオカ地建 9 17～20 金～月 第４０回全日本ジュニア選手権大会 大分県　大分市

9 19 日 令和３年度県社会人選手権大会（個人） 社会人 植木中央公園運動 9 18～20 土～月 日本スポーツマスターズ２０２１競技会 岡山県　総社市

9 25～28 土～火 第７６回国民体育大会競技会 三重県　伊勢市

9 27～10/3 月～日 ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン２０２１選手権大会 大阪府　大阪市

10 未定 熊日学童オリンピック大会＜団体戦＞ 小学 未定 10 16～17 土～日 第４３回レディース選手権大会 西原商会アリーナ（鹿児島） 10 15～21 金～木 第７２回全日本学生選手権大会
奈良県　奈良市、桜井市、田

原本町

10 30 土 令和３年度県高校新人大会（団体） 高校 大津町総合・御船スポーツ 10 22～24 金～日 第３８回小学生大会 西原商会アリーナ（鹿児島） 10 27～31 水～日 2021ヨネックス杯国際親善レディース大会 大阪府　大阪市

10 31 日 令和３年度県高校新人大会（団体） 高校 大津町総合　

10 31 日 令和３年度本郷杯ｸﾗﾌﾞ対抗大会（団体） 社会人 県立総合（中）

11 13・14 土・日 令和３年度県中学生新人大会（団体・個人） 中学 玉名市総合 11 20～21 土～日 九州小学生各県対抗団体戦 調整中 11 6～2/13 土～日 S/Jリーグ2021 全国各地

11 20 土 令和３年度熊本県教職員大会 教職員 玉名市総合 11 19～22 金～月 第３８回全日本シニア選手権大会 福岡県　北九州市

11 6～8 土～月 令和３年度県高校新人大会（個人） 高校
八代トヨオカ地建・東陽スポーツ・芦北町民総合

センター・八代白百合学園

11 未定 第14回TKU杯熊本城オープン大会 レディース 未定

12 25～27 土～月 令和３年度第２４回熊本オープン大会（団体・個人） 中学 八代トヨオカ地建 12 17～20 金～月 第５０回高校選抜大会 サンアリーナせんだい 12 3～5 金～日 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

12 17～19 金～日 第２０回日本ジュニアグランプリ２０２１ 栃木県　宇都宮市

12 24～30 金～木 第７５回全日本総合選手権大会 東京都　調布市

12 25～29 土～水 第３０回全国小学生選手権大会 福島県　郡山市、須賀川市

1 29・30 土・日 九州小学生PGA大会 小学 八代トヨオカ地建 1 4～7 火～金 第３５回ジュニア強化合宿 吹上浜公園体育館・他

2 6 日 Ｓ／Ｊリーグ熊本大会 県協会 県立総合 2 19～20 土～日 第６７回社会人選手権大会 熊本市総合 2 11～13 金～日 R4年第２２回全国社会人クラブ対抗選手権大会 岡山県　岡山市

2 12 土 熊本県学生新人戦大会 大学 熊本大学又は崇城大学 2 26～27 土～日 第１５回中学生大会 牧園アリーナ(鹿児島)

2 11・12 金・土 令和３年度県中学総合大会（団体） 中学 東陽スポーツ・八代トヨオカ地建

2 19 土 県小学生総合選手権大会 小学 八代トヨオカ地建

3 12・13 土・日 令和３年度県総合選手権大会（個人） 社会人 市総合 3 24～28 水～日 R4年第５０回全国高等学校選抜選手権大会 栃木県　宇都宮市

3 25～27 木～土 R4年第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

※県大会規模以上を掲載し、大会名からバドミントン、会場名から体育館 〒860-0077 熊本市中央区内坪井町４－８　熊本中央高等学校内

　という名称を紙面の都合上一部省いてあります。 熊本県バドミントン協会事務局 (TEL・FAX)　０９６-３２３-１５６５

また、上記の行事予定は変更の場合があります。 （事務局員）　白木 真弓 メールアドレス： kbadkyo@water.ocn.ne.jp

※熊本県開催の九州大会・全国大会は赤文字で表記しています。 ※事務局への連絡は、月曜日～金曜日のAM１１：００～PM３：００にお願いします。

・全国大会（全日本社会人大会・全日本シニア大会・インカレ）は公認審判員有資格者でなければなりません。

・全国大会（国体・全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ）の監督は公認スポーツ指導者でなければなりません。（国体ブロック大会も含む）

・若葉カップ・ABC大会・全小の３大会は、コーチングシートに座る者は公認審判員有資格者であること。


