
月 期　　　　日 大　　　　　　会　　　　　　名 会 　場 主管 備　　　　考

23（土） 県小学生シングルスサーキット 宮崎市総合 小 小学生連盟総会も開催

24（日） 第６回県団体リーグ戦大会 宮崎市総合 社

7（土）～ 8（日） 第１８回県中学生春季大会 高鍋町 中

22（日） 第１４回県小学生団体戦（若葉カップ予選） 高鍋町 小 マナー・ルール講習会

27（金） 第３２回県レディース親善大会 宮崎市総合 レ

28（土）
～31（火）

第４３回県高校総体 高鍋町 高 新富町も使用

第７１回国体宮崎県選考会（成年）

第１６回日本スポーツマスターズ宮崎県予選

4（土）～ 5（日） みやざき県民総合スポーツ祭 県

4（土） ２０１６ルール伝達講習会

5（日） ３級公認審判員認定講習会

18（土） 第１５回県小学生シングルス大会（全国ABC予選） 高鍋町 小

2（土） 第５２回県スポーツ少年団中央大会 宮崎市総合 小

2（土）～ 3（日） 第３５回全日本ジュニア宮崎県予選 高鍋町 中・高

16（土）～17（日） 第６７回県中学校総合体育大会 宮崎市総合 中

23（土） 第３２回県小学生大会（九州大会予選） 高鍋町 小

27（水）～29（金） 第４０回県高校１年生大会 都城市 高

27（土） 第３２回県レディース選手権大会(九州大会予選) 宮崎市総合 レ

27（土）～28（日） 第２８回県中学生夏季大会 高鍋町 中

10（土） 全国小学生大会団体戦選考会（単）・シングルスサーキット 宮崎市総合 小

11（日） 第４２回県総合選手権大会（団体戦） 清武 社

24（土） 第８回県高校２年生大会 高鍋町 高

8（土） 全国小学生大会団体戦選考会（複）・単複団体戦形式サーキット 高鍋町 小

23（日） 第５７回県総合選手権大会（複） 清武 社

5（土）～ 6（日） 第４０回県中学校秋季大会 高鍋町 中

7（月）～ 9（水） 第４５回県高校新人大会（九州選抜予選） 県・市総合 高 県体育館・宮崎市総合

2（金） 第３１回県レディース大会（団体） 宮崎市総合 レ

4（日） 第５７回県総合選手権大会（単） 高鍋町 社

17（土）～18（日） 第４２回県少年大会（宮日杯） 宮崎市総合 小・中 17日（中）・18日（小）

7（土）～ 8（日） 第１７回全九州高校高鍋大会 高鍋町 高 佐土原も使用予定

14（土） 県小学生サーキット（単複団体形式） 高鍋町 小

21（土）～22（日） 第９回県中学生グローアップサーキット 高鍋町 中

4（土） 第２０回県高校団体リーグ戦 高鍋町 高 高鍋高校も使用

18（土） 県小学生ダブルスサーキット 高鍋町 小

26（日） 第３７回県混合複大会 清武 社

4（土） 第１３回県中学団体リーグ戦 高鍋町 中

11（土）～12（日） 第３４回県高校選抜大会 高鍋町 高 高鍋高校も使用予定

11（土）～12（日） 第２２回ＵＭＫスポーツフェスタ 新富町 小

26（日） 第６２回県社会人大会 清武 社

※会場および日程については変更になる場合があります。  

10

11

12

1

2

3

6
高鍋町

審判部

7

8

9

　　　　平　成　２８　年　度　大　会　等　行　事　予　定　表　( 案 )

【　県内行事　】 宮崎県バドミントン協会

4

5

29（日） 国富町 社



　　【　九州・全国大会等　】

月 期　　　日 大　　　　会　　　　名 備　　　考

14（土）～15（日） 第６３回全九州総合選手権大会 薩摩川内市

21（土）～25（水） 日本ランキングサーキット大会 さいたま市

20（金）～23（月） 第５６回九州学生リーグ戦大会 宮崎市

17（金）～20（月） 第５１回全九州高校総体 鹿児島市

17（金）～23（木） 第６５回全九州学生選手権大会 諫早市

29（水）
～7/ 3（日）

第６６回全日本実業団選手権大会 勝山市

8（金）～10（日） 第５３回九州沖縄地区国立工業高等専門学校大会 宮崎市

28（木）～31（日） 第３４回全日本レディース選手権大会 南国市

29（金）
～8/ 1（月）

第３２回若葉カップ全国小学生大会 長岡京市

7（日）～12（金） 第６７回全国高校総体 岡山市

8（月）～10（水） 第４５回九州中学校競技大会 那覇市

11（木）～15（月） 第５５回全日本教職員選手権大会 鳥取市

12（金）～14（日） 第１７回全国小学生ＡＢＣ大会 八代市

15（月）～16（火） 第４回全日本学生ミックスダブルス大会 大田区

17（水）～20（土） 第１８回全国高校定時制通信制大会 小田原市

17（水）～20（土） 第４６回全国中学校大会 金沢市

19（金）～21（日） 第３６回国体九州ブロック大会
宮崎市
成男・成女・少男

20（土）～21（日） 第４０回全日本高等専門学校選手権大会 高岡市

2（金）～ 7（水） 第５９回全日本社会人選手権大会 一宮市

16（金）～19（月） 第３５回全日本ジュニア選手権大会 松山市

20（火）～25（日） ヨネックスオープンジャパン２０１６

24（土）～26（月） スポーツマスターズ２０１６ 美郷町

2（日）～ 5（水） 第７１回国民体育大会 北上市

9（日） 第３８回全九州レディース選手権大会 宮崎市

14（金）～20（木） 第６７回全日本学生選手権大会 千葉市

未定 ヨネックス杯国際親善レディース大会２０１６ 大阪市

21（金）～23（日） 第３３回全九州小学生大会 佐賀市

5（土）
～2/12（日）

日本リーグ２０１６

12（土）～14（月） 第３３回全日本シニア選手権大会 八王子市

18（金）～24（木） 第５５回三地区学生選手権大会 熊本市

  25（金）～27（日） 第１５回ジュニアグランプリ２０１６ 仙台市

未定 第１４回九州地区小学生強化合宿 八代市

28（月）
～12/ 4（日）

平成２８年度全日本総合選手権大会 渋谷区

9（金）～11（日） 第１１回全日本レディース大会（個人戦） 千葉市

未定 第４５回九州高校選抜大会

23（金）～27（火） 第２５回全国小学生選手権大会 大津市

4（水）～ 7（土） 第３０回九州ジュニア強化合宿 日置市

7（土）～ 8（日） 第１７回全九州高校高鍋大会 高鍋町

18（土）～19（日） 第６２回全九州社会人大会 佐賀市

25（土）～26（日） 第１０回九州中学生大会 佐賀市

22（水）～26（日） 第４５回全国高校選抜大会 豊田市

25（土）～27（月） 第１７回全日本中学生大会 岡山市

※会場および日程については変更になる場合があります。
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