
平成26年度行事予定表

総務委員会（事務局） ※一部各委員会と重複 指導委員会
大会名等 開催予定日 会場、内容等 大会名等 開催予定日 会場、内容等

東海ブロック大会 8/23～24
岐阜県山県市（成年女子、少年男女監督
派遣）

日本マスターズ 9/20～22 埼玉県久喜市（監督派遣）

東海総合選手権大会（東海連盟総会、専門委員 9/20～21 三重県四日市市 ジュニアグランプリ 11/21～23 宮城県仙台市（ｼﾞｭﾆｱ育成強化）

スポーツフェスティバル 9/14
サンアリーナ、三重県スポーツレクリエー
ション協会からの委託事業

三重国体世代（小５）ターゲット強化練習会 ５月以降毎月１回 誠之小学校体育館（ｼﾞｭﾆｱ育成強化）

第69回国民体育大会 10/13～16 長崎県長崎市 指導員資格養成研修会（４級）＊更新講習含む 11月末～12月 未定
中部日本選手権（中部日本連盟総会） 11/22～23 石川県金沢市

競技委員会 審判委員会
大会名等 開催予定日 会場、内容等 大会名等 開催予定日 会場、内容等

三重県社会人大会（単・混合） 2014-05-11（日） コスモ石油体育館 3級資格筆記試験　講習会 4月20日 四日市中央緑地公園体育館
三重県社会人大会（複） 2014-05-18（日） 四日市中央緑地 5月11日 コスモ石油体育館
第69回国民体育大会三重県予選会（複）
全日本マスターズ予選会

2014-06-07（土） 5月18日 四日市中央緑地公園体育館

第69回国民体育大会三重県予選会（単） 2014-06-０8（日） 資格認定員講習会 5月25日
名古屋経済大学
(7月13日学校法人中村学園)

全日本シニア三重県予選大会（複） 2014-07-19（土） 準3級資格試験　講習会 6月15日 久居高校（高体連）
全日本シニア三重県予選大会（単・混合） 2014-07-20（日） 高等専門学校東海大会 7月 5日、   6日 伊勢県営体育館
三重県総合選手権大会（複・混合） 2014-08-16（土） 3級資格筆記試験　講習会 12月 中勢地区（社会人）　※期日、会場未定
三重県総合選手権大会（単） 2014-08-17（日） 3級資格筆記試験　講習会 １月 北勢地区（実業団）　※期日、会場未定
第１回小椋久美子杯三重県ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ（中学生）・
強化練習会（中学生）

2014-08-30（土） 四日市中央緑地（第1、2） 3級資格筆記試験　講習会 1月 北勢地区（レディース）　※期日、会場未定

第１回小椋久美子杯三重県ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ（小学生） 2014-08-31（日） 四日市中央緑地（第1、2）
ダブルス大会 2014-12-14（日） 四日市中央緑地（第1）
シングルス大会 2015-０1-31（土） 四日市中央緑地（第1） 社会人クラブ連盟
ミックスダブルス大会 2015-02-28（土） 四日市中央緑地（第1） 大会名等 開催予定日 会場、内容等

第61回チーム対抗前期リーグ戦 2014/6/1 伊勢市サンアリーナ
レディース連盟 第62回チーム対抗後期リーグ戦 2014/10/26 伊勢市サンアリーナ

大会名等 開催予定日 会場、内容等 第25回個人戦 2015/2/22 松阪市総合体育館

第32回全日本レディース三重県予選 4月11日
都道府県年代別（フリー・４０・５０）、クラブ
対抗代表選出、津市体育館

第7回全国社会人クラブ（個人戦） 2014/6/21～22 愛知県スカイホイール豊田

第32回東海レディース三重県予選（団体の部） 4月22日 東海大会４チーム選出、津市体育館 第15回全国社会人クラブ対抗（団体戦） 2014/3/14～15
兵庫県　第１会場神戸グリーンアリーナ、
第２会場神戸市立中央体育館

平成26年度春季大会 6月3日 １～５部の個人戦、中央緑地体育館 審判講習会 未定 未定
技術講習会 5月20日 ・GOSEN講師、津市体育館

実業団連盟
大会名等 開催予定日 会場、内容等

第52回三重県実業団選手権兼全日本予選大会 4月6日 コスモ石油

みえｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014兼秋季大会 10月7日
１部～４部に分かれてのチーム対抗団体
戦、３複の対抗戦とし、各クラスともリーグ
戦を行う　、鈴鹿市体育館、津市体育館

第58回東海実業団選手権大会 4月13日 刈谷市：刈谷市体育館

第2回冬季大会 12月2日 ダブルス個人戦、津市体育館 第64回全日本実業団選手権大会 7月2日～7月6日 香川県　高松市

親睦会 7月予定
会員相互の親睦。外部にも参加を呼びか
け会員の増大を図る。津市体育館

前期リーグ戦大会 6月29日,7月6日
コスモ石油,昭和四日市石油,鈴鹿市西部,
ＪＳＲ,他

強化練習会 7月予定 全日本大会に向けての強化 後期リーグ戦大会 11月30日,12月7日
コスモ石油,昭和四日市石油,鈴鹿市西部,
ＪＳＲ,他

審判講習会 1月～2月 津市体育館会議室 第35回個人戦選手権大会 2月8日,2月15日 コスモ石油
公認審判員講習会兼審判資格検定 未定 未定

コスモ石油体育館

四日市中央緑地（第1）

実技試験

第28回東海レディース三重県予選（個人の部）

コスモ石油体育館

9月12日
ブロック別（35歳未・35歳上・40歳上・45歳
上・50歳上・55歳上）に代表を選出。団体
戦出場者はｴﾝﾄﾘｰ不可。津市体育館



小学生連盟 中学校連盟
大会名等 開催予定日 会場、内容等 大会名等 開催予定日 会場、内容等

三重県小学生連盟理事会 ４月１２日（土） 久居体育館会議室 三重県中学校選手権大会
6月8日 小俣総合体育館・明野小学校体育館

中体連共催

三重ジュニア練習日 １３日（日） 津市香良洲体育館
三重県中学校総合体育大会兼三重県中学校バドミン
トン大会

７月２９～３０日 津市体育館
三重県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会後援

東海小学生連盟総会 ２６日（土） 愛知県大府市民体育館会議室
東海大会強化練習会 ８月　４日 伊勢市小俣総合体育館、東海大会出場

選手・三重県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会共催
三重県バドミントン協会総会 ２７日（日） 三重県総合文化会館 全日本ジュニア新人の部三重県予選大会 ８月　２日 川越中学校体育館
三重県小学生連盟総会 ５月１１日（日） 久居体育館会議室 三重県中学校選手権大会新人大会 11月8日 明野小学校・小俣総合体育館
三重ジュニア練習日 １８日（日） 津市香良洲体育館 三重県中学校審判講習会 12月  ７日 南が丘中学校体育館
第３０回若葉カップ県予選 ２４日（土） 明和町総合体育館 三重県中学校指定選手強化練習会（合宿） 12月20日～21日 小俣総合体育館・明野小学校体育館
日本小学生連盟総会 ２５日（日） 東京都味の素トレセン 三重県中学校団体戦 1月10日 南が丘中学校体育館
三重県スポーツ少年団交流大会 ６月８日（日） 三重県営サンアリーナ 三重県中学校強化練習会兼指導者講習会 1月24日 南が丘中学校体育館

第１４回ＡＢＣ県予選 １５日（日） 津市一志体育館
全日本中学生三重県代表選手練習会兼三重県中
学校指定選手強化練習会

２月　１日 未定

三重ジュニア練習日 ２２日(日） 津市香良洲体育館 三重県中学校強化練習会 ２月　２８日 明野小学校・小俣総合体育館

東海小学生強化合宿
7月12（土）、13

（日）
愛知県美浜少年自然の家体育館

全日本中学生三重県代表選手練習会兼三重県中
学校指定選手強化練習会

3月7日 未定

東海小学生連盟第１回理事会 １２日（土） 愛知県美浜少年自然の家体育館 全日本中学生三重県代表選手練習会 3月14日 未定
三重ジュニア練習日 ２７日（日） 津市香良洲体育館

第３０回若葉カップ
８月１日（金）～４

日（月）
京都府長岡京市

高等学校連盟
三重ジュニア練習日 １０日（日） 津市香良洲体育館 大会名等 開催予定日 会場、内容等
第１４回全国ＡＢＣ １５（金）～１７ 熊本県八代市
第１回小椋久美子カップ（仮称） 30（土）～31（日） 四日市中央緑地体育館
第２６回県小学生学年別選手権大会兼
東海小学生大会県予選ジュニアグランプリ県予選

９月１４日（日） 三重県営総合競技場体育館

三重ジュニア練習日 ２８日(日） 津市香良洲体育館
第２６回東海個人戦 １０月５日（日） 静岡県エコパアリーナ
東海小学生連盟第２回理事会 ５日（日） 静岡県エコパアリーナ
三重ジュニア練習日 １９日（日） 津市香良洲体育館
東海選抜合宿 １１月１日（土）～２日（日） 愛知県美浜少年自然の家体育館
三重ジュニア練習日 未定
第３０回三重県小学生選手権兼東海予選【団体戦】 １２月１３日（土） 三重県営総合競技場体育館
第２２回全国小学生選手権大会 25（木）～29（月） 新潟市
三重ジュニア練習日 未定
三重ジュニア練習日 １月 未定
第１８回東海団体戦 ２月８日（日） 岐阜県関市総合体育館
東海小学生連盟第３回理事会 ８日（日） 岐阜県関市総合体育館
三重ジュニア練習日 未定
第３３回三重県小学生バドミントン選手権大会【個人戦】３月１５日（日） 三重県営総合競技場体育館
三重ジュニア練習日 未定
三重ジュニア練習日 未定（２７年度選考会）

県高校強化練習会 8月（未定） 未定
県高校選抜強化合宿 １月5（月）～6 未定
審判講習会 6月15日（日） 久居高校

全国高校選抜大会県予選会 右に記す

10月25日（土）１部複　県営競技場体育館
11月１日（土）１部単　鈴鹿市立体育館
11月２日（日）２部複　県営競技場体育館
11月３日（月）２部単　県営競技場体育館
11月８日（土）団体　　県営競技場体育館
　　９日（日）団体　　県営サンアリーナ
１月10日（土）３部単  伊勢小俣体育館、
明野小学校体育館

全国高校総体県予選会 右に記す

５月３日（土）１部複　鈴鹿スポーツガーデ
ン体育館
５月４日（日）２部複　男子　鳥羽高校、鳥
羽市民体育館　女子　伊勢小俣体育館・
明野小学校体育館　５月５日（月）２部単
県営競技場体育館
５月６日（火）１部単　鈴鹿市立体育館
５月30日（金）～６月１日（日）団体　県営
サンアリーナ

県高校新人大会
右に記す

９月６日（土） １部複  伊勢小俣体育館・
明野小学校体育館
９月７日（日） １部単　伊勢小俣体育館・
明野小学校体育館
９月13日（土） ２部複　男子　伊勢小俣体
育館・明野小学校体育館　女子　県営競
技場体育館
９月14日（日） ２・３部単  伊勢小俣体育
館・明野小学校体育館
２月21日（土）～22日（日） 団体　県営サ
ンアリーナ


