
年　月　日 開催地 　　　　　　　　　　会 　　　場
令和４年

　４月２１日(木)  総　会　　　　　　　　　　　　 　　 13:00 京都府
 　

 第 １ 回 国際実行委員会 10:30
 第 １ 回 運営委員会 13:30

 　７月２０日(水) 15:00
 　７月２1日(木)  第 １ 回 常任理事会 　　　　 　　　　　　　　 10:00

 第４０回 全日本レディースバドミントン選手権大会
　              　（都道府県対抗・クラブ対抗）

 ７月２1日(木) 監督会議　　　　　 　 15:00
開 会 式　　　 　　　  16:00

  ７月２２日(金) 競　　技 09:00～

〜

  ７月２４日(日) 閉 会 式 競技終了後

 第 ２ 回 国際実行委員会 10:30
 第 ２ 回 運営委員会 13:30
 ヨネックス杯国際親善レディース
                                   　バドミントン大会２０２２

 １０月１９日(水) 代表者会議　　　　 　 16:30
開 会 式　　　　　　 　 17:10

 １０月２０日(木) 競　　技 09:20～
　　　（大阪府立体育会館）

 大阪市立浪速スポーツセンター
 １０月２３日(日) 閉 会 式 競技終了後

 第 ３ 回 国際実行委員会　　　　 　　　 13:00
 第 ３ 回 運営委員会　　　　　　 　　 15:30
 第 ２ 回 本部会 09:00
 第 ２ 回 常任理事会 10:30
 役員選考委員会 12:30

 １２月０９日(金) 代表者会議　　　　 　 16:00 ホテル談露館
開 会 式　　　　　　 　 17:00 ホテル談露館

 　　１２月１０日(土) 競　　技 09:00～

 　１２月１１日(日) 閉 会 式 競技終了後
令和５年

　　　１月３１日(火)  第 ４ 回 運営委員会　　　　　　　 　 11:00 京都府  京都テルサ　会議室
 第 ２ 回 本部会 13:00
 第 ３ 回 常任理事会 15:30

　 　 ３月０３日(金)  第 １ 回 理事会 13:00 京都府
　　　３月１６日(木)  第 ５ 回 運営委員会 11:00 京都府

今後の予定
　　　　　令和５年　　 　　　 　令和６年

４０周年記念式典・祝賀会 京 都 府 第４２回全日本大会 新 潟 県
　　　　　　　　　４月１８日（火） 第１９回全日本大会（個人戦） 三 重 県
総　会　　　　　４月１９日（水）　　　　　　　　　　   　    　　　　             　　　        　   京 都 府 ヨネックス杯国際親善大会２０２４ 大 阪 府
第４1回全日本大会 長 崎 県
第１8回全日本大会（個人戦） 東 京 都 　　　 　令和７年
ヨネックス杯国際親善大会２０２３ 大 阪 府 第４３回全日本大会 和歌山県

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　                     　               　　　 　第２０回全日本大会（個人戦） 山 口 県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        　                 　    ヨネックス杯国際親善大会２０２５ 大 阪 府

・令和４年度   事業計画 

事　　業　　名

 京都テルサ東館３階大会議室

 　６月０７日(火) 大阪府  大阪市立青少年センター会議室

 第 １ 回 地区部会・第 １ 回 本部会
北海道

北海道
北海道立総合体育センター
　　　（北海きたえーる）

北海道立総合体育館センター

１２月０９日(金) 山梨県 ホテル談露館

９月１３日(火) 大阪府  大阪市立青少年センター会議室

大阪府

道頓堀ホテル
道頓堀ホテル
 エディオンアリーナ大阪第1・第2

〜

 エディオンアリーナ大阪

 １２月０８日(木) 山梨県 ホテル談露館

 第１７回 

山梨県

      全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦)

山梨県小瀬スポーツ公園・体育館
〜

３月０２日(木) 京都府

 京都テルサ　会議室

 京都テルサ　会議室

 京都テルサ　会議室

山梨県緑ヶ丘スポーツ公園・体育館
甲府市総合市民会館・山の都アリーナ

山梨県小瀬スポーツ公園・体育館



　(１)　総務本部 本部長　小国　久美
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

4月01日(金) 会計監査 会計監査 日レ事務局

4月02日(土) 事務局ミーティング① 定期総会資料作成 日レ事務局

4月21日(木) 定期総会 総会・評議員会会場設営、事業・収支報告、予算案 京都テルサ大会議室

5月11日(水) 事務局ミーティング② 運営委員会準備・資料作成、補正予算案作成 日レ事務局

6月06日(月) 事務局ミーティング③ 本部会・常任理事会準備・資料作成 日レ事務局

6月07日(火) 第１回運営委員会 主催大会、補正予算書案 大阪市立青少年センター会議室

7月06日(水) 事務局ミーティング④ 大会時役割分担、本部会・常任理事会資料確認 日レ事務局

7月20日(水) 第１回本部会 登録・連盟だより・ホームページ 北海道立総合体育館

7月21日(木) 第１回常任理事会 主催大会、補正予算書案、その他 北海道立総合体育館

9月13日(火) 第２回運営委員会 地区部会・本部会・常任理事会反省、主催大会、日レ塾 大阪市立青少年センター会議室

 9月29日(木) 事務局ミーティング⑤ 予算執行状況確認、収支中間報告準備 日レ事務局

11月09日(水) 事務局ミーティング⑥ 運営委員会・常任理事会準備・資料作成 日レ事務局

12月08日(木) 第３回運営委員会 事業計画案、連盟だより 山梨県

第２回本部会 登録・連盟だより・ホームページ、収支中間報告、日レ塾

第２回常任理事会 主催大会、日レ塾の方針、収支中間報告

令和 5年
1月18日(水) 事務局ミーティング⑦ 運営委員会準備・資料作成 日レ事務局

1月30日(月) 事務局ミーティング⑧ 本部会・常任理事会準備、定期総会資料集約 日レ事務局

１月31日(火) 第４回運営委員会 常任理事会・理事会議案審議、日レ塾の方針 京都テルサ

第３回本部会 連盟だより、収支報告・予算案、総会資料確認

第３回常任理事会 事業計画案、収支報告・予算案、連盟だより

事務局ミーティング⑨ 会議準備、資料作成、総会資料確認

第１回理事会 事業計画案、収支報告・予算案、連盟だより、総会資料確認

3月15日(水) 事務局ミーティング⑩ 定期総会資料確認、連盟だよりVol.21校正、予算案 日レ事務局

3月16日(木) 第５回運営委員会 事業計画案、予算案、総会・評議員会資料・次第確認 京都テルサ

　(２)　大会事業本部 本部長　香山　百合子　
年　月　日 会　　場

6月07日(火) 第１回国際実行委員会 大阪市立青少年センター会議室

7月20日(水) 第１回本部会 北海道立総合体育センター

7月21日(木)〜
7月24日(日)

9月13日(火) 第２回国際実行委員会 大阪市立青少年センター会議室

10月19日(水) ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会２０２２ 道頓堀ホテル〜

エディオンアリーナ大阪

10月23日(日) 大阪市立波速スポーツセンター

12月　8日(木) 第３回国際実行委員会 山梨県

12月　9日(金) 第２回本部会 山梨県

12月10日(土) 第17回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦） 山梨県小瀬スポーツ公園・体育館

〜

山梨県緑ヶ丘スポーツ公園・体育館

12月11日(日) 甲府市総合市民会館・山の都アリーナ

令和 5年

3月　2日(木) 第３回本部会

　(３)　普及・開発本部 本部長　山口　美法
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

7月20日(水) 第１回本部会 地区部活動の充実化

第１回地区部会 主催大会全県参加促進 ・ 地区理事の役割 ・ 日レ塾

12月　9日(金) 第２回本部会 第３回日レ塾について 山梨県

令和 5年

3月　2日(木) 第３回本部会 次年度事業計画案 京都市会議室

北海道立総合体育センター

・令和４年度　各本部事業計画　

12月09日(金) 山梨県

3月02日(木) 京都テルサ

3月03日(金) 京都テルサ

事　　　　　　業　　　　　　名

京都市会議室

北海道立総合体育センター
（北海きたえーる）

第40回全日本レディースバドミントン選手権大会（都道府県対抗・クラブ対抗）



≪北海道　ブロック≫ 理事　川島　　満
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
5月13日(金) 第40回全日本レディース ・都道府県対抗 北海道立

選手権大会北海道予選会 ・クラブ対抗 総合体育センター(サブ)
 　9月 3日(土) 第50回北海道レディース ・団体戦

9月 4日(日) 競技大会　　 　　　　１部～７部
 　9月29日(木) 北海道レディース ・講習会

講習会・交流会 ・交流会
11月10日(木) 第20回北海道よさこい ・個人戦 　14種目　 北海道立

そ～らんオープン大会 総合体育センター(サブ)

令和 5年 1)令和４年度事業報告・決算報告
3月中旬 令和４年度理事会 2)令和５年度事業計画案・予算案

3)各大会について
令和４年度総会 4)その他 各地区の状況報告等

5)日本レディースバドミントン連盟報告

≪東北　ブロック≫ 理事　沼澤　宏子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

1）令和3年度事業報告並びに会計報告
2）令和４年度事業計画案並びに会計予算案

令和4年度 3）日本レディースバドミントン連盟理事会報告
4月16日(土)  東北地区レディース 　 並びに要望・意見等 岩手県盛岡市
(予定) 　　バドミントン連盟総会 4）各県情報交換　

5）連絡事項・その他
6）第29回東北地区レディースバドミントン大会
　会場  岩手県盛岡市
　期日　令和4年11月5日(土）～6日(日）

令和4年度 1）日本レディースバドミントン連盟理事会報告
東北地区レディース 　 並びに要望・意見等
　　バドミントン連盟理事会 2）各県情報交換　

3）第29回東北地区レディースバドミントン大会
4）連絡事項・その他

11月05日(土) 岩手県盛岡市
第29回東北地区レディース 1）監督会議資料申し合せ事項の確認

　　バドミントン大会 2）組合せ抽選会
　　監督会議
　　開会式

 11月06日(日) 第29回東北地区レディース 参加チーム　１部　経 験 者　８チーム 岩手県盛岡市
　　バドミントン大会 　　　　　　２部　未経験者　８チーム 岩手県営体育館

　　　　　　３部　60歳以上　６チーム

≪関東　ブロック≫ 理事　佐藤　利子　
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　容 会　　場

　  4月09日(土) 関東レディース 1)令和3年度会計決算報告 埼玉県
バドミントン連盟総会 2)令和4年度事業計画 さいたま市

3）春季関東大会(神奈川県） プラザウエスト会議室

　  4月28日(木) 第11回春季 組合せ抽選・監督会議資料の確認 神奈川県
関東レディースクラブ対抗 (神奈川県・埼玉県) 県立スポーツセンター

組合せ抽選会

　 5月27日(金） 第11回春季 主管 ：神奈川県レディースバドミントン連盟 神奈川県
関東レディースクラブ対抗 小田原アリーナ

 バドミントン大会

役員会 ・次年度に向けて 札幌市

小樽市総合体育館

・各ブロック事業計画

札幌市

豊平区体育館

12月中旬



年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
　10月02日(日) 関東レディース 1) 全日本大会(北海道県）

 バドミントン連盟役員会 2) 秋季関東大会(神奈川県) 未定
3) 日本レディースバドミントン連盟報告

第16回秋季関東 組合せ抽選・監督会議資料の確認
　10月26日(水) レディースクラブ対抗 (神奈川県・埼玉県) 神奈川県

組合せ抽選会 県立スポーツセンター

  11月25日(金) 第16回秋季関東 主管 ：神奈川県レディースバドミントン連盟 神奈川県
レディースクラブ対抗 小田原アリーナ

 バドミントン大会

令和 5年 関東レディース 1) 関東大会について
   １月29日（日）  バドミントン連盟役員会 　　＊春季・秋季関東大会　（神奈川県）

　　＊次回春季関東大会　（埼玉県） 未定
2) 全日本個人戦（山梨県）
3) 日本レディースバドミントン連盟報告

≪北信越　ブロック≫ 理事　松下　玲子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

5月28日(土) 第１回北信越レディース 第38回北信越レディース
バドミントン連盟役員会議 　　クラブ対抗バドミントン大会

1)プログラムの確認　変更・訂正
2)選手変更届け受付 長野県長野市
3)役員名簿、大会開催地の確認 ホワイトリング会議室
4)日本レディースバドミントン連盟総会報告
5)その他　各県の状況報告等

5月29日(日) 第38回北信越レディース ・北信越対抗の部（全国大会都道府県の部出場者等） 長野県長野市
クラブﾞ対抗バドミントン大会 ・1部～4部 ホワイトリング

・シニアの部（全員55歳以上合計年齢360歳以上）

10月頃 第２回北信越レディース 富山県
バドミントン連盟役員会議 会場別途

≪東海　ブロック≫ 理事　柿澤　和美
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
05月14日(土) 第４０回東海レディース １部　　参加数16チーム　　（各県４チーム）

　バドミントン大会   ・ランク別年齢別チーム対抗団体戦
「団体戦」   　(40歳未満・40歳以上・50歳以上)
１部・２部

２部　　参加数５チーム 静岡県掛川市
  ・全日本レディースバドミントン選手権大会 さんりーな掛川
 　「クラブ対抗」出場チームによる団体戦
  ・愛知２、静岡・岐阜・三重各１チーム

令和４年度 1）令和３年度　事業報告・決算報告
東海レディース 2）令和４年度　事業計画・予算（案）

バドミントン連盟総会 3）その他

11月12日(土)  第3６回東海レディース 年齢別ダブルス個人戦
　バドミントン大会   ・45歳未満・45歳以上・50歳以上・55歳以上 静岡県掛川市

「個人戦」　   　60歳以上 さんりーな掛川
　・参加数　80組　（各部各県４組）

11月16日(水) 東海レディース 1） 日本レディースバドミントン連盟報告 愛知県名古屋市
バドミントン連盟理事長会 2） 東海レディースバドミントン大会 パロマ瑞穂アリーナ

3）その他



理事　児玉　幸代
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
4月12日(火) 第1回理事会 １)総会準備

2)令和4年度近畿レディース
バドミントン競技大会 大阪府大阪市

3)日本レディースバドミントン連盟  ホテルアウィーナ大阪
　常任理事会・理事会報告

4）近畿バドミントン協会理事会報告
5月17日(火) 令和4年度総会 1)令和3年度   

　　事業報告
　　決算報告

 　　会計監査報告
2)役員改選
3)令和4年度 大阪府大阪市
　　事業計画案審議  ホテルアウィーナ大阪
　　予算案審議

第2回理事会 1)令和4年度近畿レディースバドミントン競技大会
2)日本レディースバドミントン連盟報告
3)近畿バドミントン協会理事会報告

6月01日(水) 令和4年度近畿レディース 参加28チーム 大阪府東大阪市
バドミントン競技大会  東大阪アリーナ

10月　日(　) 第3回理事会 1)令和4年度近畿レディース   
　バドミントン競技大会　反省

2)第45回近畿レディース 大阪府大阪市
　バドミントン選手権大会　要項審議  ホテルアウィーナ大阪

3)日本レディースバドミントン連盟報告

令和 5年 1）令和5年度近畿レディース
1月　日(　) 第4回理事会 　バドミントン競技大会要項審議

2)日本レディースバドミントン連盟報告
1月17日(火) 第32回近畿シニアレディース

バドミントン親睦大会
3月11日(土) 第45回近畿レディース 参加28チーム 大阪府東大阪市

バドミントン選手権大会  東大阪アリーナ

≪中国　ブロック≫ 理事　山中 佐知子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
5月28日(土) 1)令和3年度事業報告・決算報告

2)令和4年度事業計画・予算審議
中国地区レディース 3)役員改選 鳥取県米子市

バドミントン連盟総会 4)次回中国地区レディースバドミントン選手権大会 米子産業体育館
5)表彰対象者
6)日本レディースバドミントン連盟報告
7)その他

　5月28日(土) 第39回
～29日(日) 　中国地区レディース  １部～７部年齢別対抗戦 鳥取県米子市

バドミントン選手権大会 　クラブ対抗 米子産業体育館
年齢別対抗・クラブ対抗

11月12日(土) 第18回中国地区親睦
レディースバドミントン大会 　親睦レディースバドミントン大会

中国地区レディース 1)表彰対象者 島根県
バドミントン連盟理事長会 2）親睦レディースバドミントン大会 鹿島総合体育館

3)次回中国地区レディースバドミントン選手権大会

4)日本レディースバドミントン連盟報告
5)各県情報交換・その他

≪近畿　ブロック≫

大阪府大阪市
 ホテルアウィーナ大阪

和歌山県立体育館



≪四国　ブロック≫ 理事　氏原　有子
年　月　日 事　　業　　部 内　　　　　　　　　　容 会　　　場

　5月 8日(日) 第38回四国レディース
バドミントン大会 １部～４部団体戦 徳島県鳴門市

アミノバリューホール

10月下旬 1)各連盟事業活動報告及び次号計画
四国レディース 2)日本レディースバドミントン連盟報告

バドミントン連盟　 3)令和５年度役員
ブロック会議 4)令和５年度四国レディース 香川県

　バドミントン大会要項
5)その他

令和 5年 1) 令和４年度事業報告及び
3月中旬     令和５年度事業計画（各県）

四国レディース 2) 日本レディースバドミントン連盟報告
バドミントン連盟　総会 3) 令和５年度四国ブロック役員 香川県

4) 令和５年度四国レディース
バドミントン大会要項

5) その他

理事　岩切 ひとみ
年　月　日 事　　業　　部 内　　　　　　　　　　容 会　　　場

　 10月08日(土) 全九州レディース 開会式 沖縄県那覇市
バドミントン選手権大会 日本レディースバドミントン連盟 那覇市民体育館

代表者会議 総会・理事会の報告 会議室

   10月09日(日) 第44回全九州レディース ①フリー  　②40歳以上　③45歳以上
バドミントン選手権大会 ④50歳以上　⑤55歳以上　⑥60歳以上　

⑦65歳以上 沖縄県那覇市
　上記７部門 那覇市民体育館
　１チーム３ダブルスにて団体戦

令和 5年 1)全九州レディースバドミントン選手権大会
   2月06日(月） 2）令和４年度会計報告

九州レディース 3)日本レディースバドミントン連盟会議報告
          バドミントン連盟 4)日本レディースバドミントン連盟への 要望・ 福岡県福岡市

会計報告 　登録及び賛助金 福岡リーセントホテル
5)九州ブロック　ホームページ
6)その他

≪九州　ブロック≫


	2022事業計画案 

