
登録クラブ数　　 　１，４４０ クラブ

登録会員数 ２０，３２１名

　２）総務本部 本部長　民谷千寿子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場

1.平成26年度事業報告
平成２７年度 2.平成26年度収支決算報告
　定期総会 3.平成26年度監査報告
　　役員総数　80名 4.平成27年度連盟基本方針(案)
　　出席　　　67名 5.平成27年度事業計画(案)
　　委任状　　12名 6.平成27年度分掌(案)

7.平成27年度収支予算(案)
8.平成27・28年度役員(案)

4月23日(木) 9.その他 東京都
1.ブロック役員紹介 品川区中小企業センター
2.組織・役員の役割
3.退任・新役員紹介
4.登録について

評議員会 5.義援金報告・お願い
6.大会参加申込方法
7.全国大会開催順
8.広報委員会より
9.その他
≪報告事項≫
　1.(公財)日本バドミントン協会
　2.台北報告
　3.その他
≪審議事項≫ 大阪府

5月29日(金) 第１回運営委員会 　1.役員変更  大阪市民交流センター
　2.規約改正 ひがしよどがわ会議室
　3.主催三大会
　4.クラブ交流会
　5.その他
≪報告事項≫
　1.（公財）日本バドミントン協会関連
　2.総務本部会報告
　3.大会事業本部会報告
　4.地区部会報告
　5.その他 富山県

7月23日(木) 第１回常任理事会 ≪審議事項≫ 　富山市とやま自遊館
　1.規約改正
　2.全日本大会開催順
　3.全日本バドミントン選手権大会・競技大会
　4.全日本個人戦組合せ
　5.審判資格義務づけ
　6.申込みデータ化
　7.ヨネックス杯国際親善大会2015
　8.クラブ交流会
　9.視察
　10.その他
≪報告事項≫
　1.（公財）日本バドミントン協会
　2.その他 大阪府

8月31日(月) 第２回運営委員会 ≪審議事項≫  大阪市民交流センター
　1.地区部会・部会・常任理事会反省 ひがしよどがわ会議室
　2.主催三大会
　3.第1回クラブ交流会
　4.その他

２．　平成２７年度　事業報告

　１）組織の状況



年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場
≪報告事項≫
　1.（公財）日本バドミントン協会
　2.各本部
　3.海外派遣事業
　4.その他
≪審議事項≫
　1.総務本部 東京都

11月 9日(月) 第１回理事会 　　①登録②収支中間報告③規約改正④内規 品川区中小企業センター
　　⑤連盟だより⑥義援金

　2.大会事業本部
　　①第33回全日本選手権大会 ②国際親善2015

　　③第10回全日本個人戦 ④全国大会開催順

　　⑤主催大会審判資格 ⑥主催大会申込み

　　⑦主催大会組合せ ⑧三大会要項案

　3.普及開発本部
　　①第1回チャレンジアップ大会 ②28年度地区部会

　　③平成28年度ブロック視察について④その他

　4.その他
≪報告事項≫
　1.（公財）日本バドミントン協会
　2.第２回部会報告
　3.第1回理事会報告

12月10日(木) 第３回運営委員会 　4.その他 鳥取県
≪審議事項≫ 鳥取産業体育館
　1.総務本部
　2.大会事業本部
　3.普及開発本部
　4.その他
≪報告事項≫
　1.（公財）日本バドミントン協会
　2.協賛会社契約

　 　3.その他
平成28年 ≪審議事項≫

2月15日(月） 第４回運営委員会 　1.事業計画 東京都
　2.収支報告・予算 品川第二地域センター
　3.各部会
　4.常任理事会
　5.理事会
　6.総会
　7.その他
≪報告事項≫
　1.（公財）日本バドミントン協会
　2.各本部会
　3.その他
≪審議事項≫
　1.総会議案審議
　　①平成27年度事業報告
　　②平成27年度収支決算報告（仮）
　　③平成28年度事業計画（案）
　　④平成28年度収支予算（案） 東京都

3月10日(木) 第２回常任理事会 　　⑤平成28年度分掌(案) 品川区総合体育館会議室

　　⑥その他
　２．大会事業本部
　　①主催大会要項(案）
　　②大会運営規程
　　③大会運営マニュアル
　　④ヨネックス杯国際親善2016
　３．普及・開発本部
　　①第1回日レ塾チャレンジアップ大会
　　②地区部会議案
　　③視察
　４．その他



年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場
≪報告事項≫
　1.（公財）日本バドミントン協会
　2.各本部会
　3.その他
≪審議事項≫
　1.総会議案審議
　　①平成2７年度事業報告
 　 ②平成2７年度収支報告
　　③平成28年度事業計画（案）
　　④平成28年度収支予算（案） 東京都

3月11日(金) 第２回理事会 　　⑤平成28年度役員（案） 品川区総合体育館会議室

　　⑥その他
　２．大会事業本部
　　①主催大会要項
　　②大会運営規程
　　③大会運営マニュアル
　　④ヨネック杯国際親善大会2016
　３．普及・開発本部
　　①第1回チャレンジアップ大会
　　②地区部活動方針
　　③視察
　４．その他
≪報告事項≫
　1.（公財）日本バドミントン協会
　2.協賛会社契約
　3.その他
≪審議事項≫ 東京都

3月24日(木) 第５回運営委員会 　1.定期総会準備 品川区総合体育館会議室

　2.評議員会準備
　3.大会事業本部
　4.普及開発本部
　5.その他

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

1.登録
2.規約改正

7月22日(水) 第１回部会 3.財務 富山県
4.広報  富山市総合体育館会議室

5.義援金
6.その他
1.登録
2.規約改正

11月 9日(水) 第２回部会 3.財務 東京都
4.広報 品川区中小企業センター
5.義援金
6.その他
1.登録

平成28年 2.財務 東京都
3月10日(木) 第３回部会 3.広報 品川区総合体育館会議室

4.総務部業務分担の見直しと協力体制の確立
5.総会・評議員会
6.その他

　　(２)　企画会議
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場

4月23日(木) 第1回 運営方針、役員、地区部会議案、 東横イン大井町会議室

10月  3日(土) 第２回 役員体制、視察議題、理事会に向けて 東横イン赤羽東口会議室

平成28年

１月17日(日) 第３回 事業計画、収支決算、予算、 日本レディース事務局

3月  9日(水) 第４回 理事会に向けて、役員体制、収支予算 東横イン高輪口会議室



　３）　大会事業本部 本部長　宇山　昌子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場

1) 大会日程
2) 競技上、審判上の注意

 7月23日(木) 監督会議 3) 監督、選手変更の確認 富山県
15:00〜 4) 開会式 富山市とやま自遊館

5) 会場使用
6) 組合せ抽選

17:00〜 開会式
7月24日(金) 参加数

9:00〜 第33回全日本レディース 　都道府県対抗　42チーム(435名)
バドミントン選手権大会 　　欠場：岩手県　宮城県　山梨県　佐賀県

(都道府県対抗・クラブ対抗) 　　　　　宮崎県　沖縄県 富山県
　クラブ対抗　　53チーム(551名) 富山市総合体育館

26日(日) 閉会式(競技終了後) 　　欠場：岩手県　徳島県　宮崎県　熊本県
　　　　  鹿児島県　沖縄県
成績は平成28年度総会資料参照
1) 大会日程

10月15日(木) 2) 競技上、審判上の注意
16:20〜 代表者会議 3) 監督、選手変更の確認 大阪府

4) 開会式 道頓堀ホテル
5)会場使用

17:10〜 開会式
10月16日(金) 参加数        240チーム       1,709名

ヨネックス杯　国際親善 　　Ａゾーン(   フリー　　)   10チーム
  レディースバドミントン大会 　　Ｂゾーン(合算266歳未満)　 17チーム

2015 　　Ｃゾーン(合算266歳以上288歳未満)  
　　　　　　　　　　　　　　  33チーム エディオンアリーナ大阪
　　Ｄゾーン(合算288歳以上)   68チーム （大阪府立体育会館）
　　Ｅゾーン(各　 50歳以上）　48チーム 大阪市立 

10月18日(日) 閉会式(競技終了後) 　　Ｆゾーン(各　 60歳以上）　28チーム 浪速スポーツセンター
　　Ｇゾーン(各　 65歳以上)　 20チーム
 　 Ｈゾーン(各　 70歳以上）　16チーム
    参加内訳
　　  国内 37都道府県　220チーム
　　 　　 海外　 　　7ヵ国　　　　 20チーム(混成含む)
成績は平成28年度総会資料参照

 12月11日(金) 第10回全日本レディース 1) 大会日程
 バドミントン競技大会 (個人戦) 2) 競技上、審判上の注意

15:30〜 参加都道府県代表者会議 3) 選手変更の確認 鳥取県
4) 大会受付、開会式 ホテルニューオータニ鳥取

5) 会場使用
17:00〜 開会式

12月12日(土) 参加数　　　　　38都道府県     　790名
第10回全日本レディース 　　１部　　　　　　　　　　　  　 8組
   バドミントン競技大会 　　２部Ａブロック(     ～ 70才)　12組
             (個人戦) 　　２部Ｂブロック( 71才～ 80才)　 9組 コカ・コーラ

　　２部Ｃブロック( 81才～ 90才)　40組 ウエストスポーツパーク
　　２部Ｄブロック( 91才～100才)　64組 鳥取産業体育館
　　２部Ｅブロック(101才～110才)  80組 鳥取市民体育館

12月13日(日) 閉会式(競技終了後) 　　２部Ｆブロック(111才～　　 )  76組
　　２部Ｇブロック(各　60才以上)　56組
　　２部Ｈブロック(各　65才以上)　32組
　　２部Ｉブロック(各　70才以上)　18組
成績は平成28年度総会資料参照

　　(１)　事業本部会
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場

平成27年 1) 第33回全日本レディースバドミントン選手権大会
 7月22日(水) 2) 全国大会開催順

15:00〜 第１回部会 3) 全日本レディースバドミントン選手権大会組み合わせ 富山市
4) 大会申込データ化 総合体育館会議室
5) ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会
6) 大会参加者審判資格
7) 全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦)

〜
〜

〜



年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場
 11月 9日(月) 1) 第33回全日本レディースバドミントン選手権大会

11:30〜 第２回部会 　　の報告と反省
2) ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会2015

　  の報告と反省
3) 第10回全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦)　 東京都
4) 全国大会開催順 品川区中小企業センター

5) 大会申込データ化 3階会議室
6) 主催大会参加者審判資格
7) 全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦)
　　の組み合わせ
8) 平成28年度主催3大会要項案
9) 理事会提出案の確認

平成28年 1) 個人戦鳥取大会の報告と反省
 3月10日(木) 2) 平成27年度事業報告

13:00〜 第３回部会 3) 平成28年度事業計画案 東京都
4) 平成28年度主催3大会要項案 品川区総合体育館会議室

5) 日レ大会運営規程修正案
6) 大会運営マニュアル見直し案

　　(２)国際実行委員会
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場

 5月29日(金) 1) 大阪実行委員会報告
10:30〜 第１回委員会 2) 2015大会 大阪府

3) 予算案 市民交流センター
4) 参加賞 ひがしよどがわ会議室

 8月31日(月) 1) 大阪実行委員会報告 大阪府
14:00〜 第２回委員会 2) 2015大会 市民交流センター

3) 2016大会 ひがしよどがわ会議室
 12月10日(木) 1) 2015大会終了報告

12:30〜 第３回委員会 2) 2015大会会計報告 鳥取産業体育館会議室
3) 2016大会要項

　４）　普及開発本部 本部長　山川　友子

年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　容 会　　場
7月22日(水) 第１回普及開発本部会 地区部

第１回地区部会 　1．地区部活動方針
　2．地区理事の役目 富山県
　3．主催大会について(組み合わせ） 富山市総合体育館
　4．審判資格取得者数
普及開発部
　1．クラブ交流会
　2．ブロック視察

10月 4日(日) 関東ブロック視察 1．第33回全日本レディースバドミントン選手権大会
2．第11回春季関東レディースバドミントン大会(クラブ対抗)

3．日レ常任理事会・地区部会の報告 埼玉県
4．その他 武蔵浦和
　○70歳定年制の意義 コミュニティセンター　
　○関東ブロックへ次期理事長輩出要請
　○関東ブロックと日レ方針との差異

11月 9日(月) 第２回普及開発本部会 地区部
　1．各地区の意見(チャレンジ大会参加数)
　2．Ｈ28年度ブロック視察　　
　　　10月上旬近畿ブロック予定 東京都

普及開発部 品川中小企業センター
　1．第1回日レ塾
　　・大会要項､予算案､大会概略､クラブ対抗年齢推移

　2．Ｈ28年度連盟活動方針
　　・役員交代準備
　　・事務局の確立

平成28年 1) 第1回日レ塾チャレンジアップ大会 
 3月10日(木) 2) 地区部活動方針 東京都

13:00〜 第３回普及開発本部会 3) 視察 品川区総合体育館会議室

4) その他



≪北海道　ブロック≫ 理事  日景　真弓
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

平成27年 役員会 ・全日本レディース選手権大会北海道予選会

3月28日(土) 　要項見直し

11時～ ・北海道レディース競技大会の種目追加

13時30分～ 平成27年度総会 ・平成26年度事業報告・決算報告

・平成27年度事業計画案・予算案

・役員改選

　27・28年度の役員決定

・全日本レディース連盟からの報告事項

4月27日(月) 役員会 ・渡辺前理事長辞任（病気治療の為）により

　新理事長選出

　これに伴い、名誉顧問、副会長を追加選出

5月19日(火) 第33回全日本レディース ・都道府県対抗：3組 札幌市豊平区体育館

選手権大会 ・ク  ラ  ブ 対抗：9組

北海道予選会

6月 9日(火) 第13回北海道よさこい ・個 人 戦：92組

そーらんオープン大会 　　　内本州から15名参加

　　　　　　 ・団 体 戦：62組

9月 5日(土) 　1部　： 8組　2部Ａ：13組

 ～6日(日) 第44回北海道 　2部Ｂ：４組　3部　：16組

レディース競技大会　 　4部　：12組　5部　： 6組

　6部　： 3組　

理事　千葉　梅子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

1）平成26年度事業報告並びに会計報告

2）第22回東北地区レディース大会

平成27年 平成27年度 3）日本レディースバドミントン連盟理事会報告 宮城県仙台市

　4月11日(土)  東北地区レディース 　 並びに要望・意見等 富沢市民センター

　　バドミントン連盟総会 4）各県情報交換　 　会議室

5）第23回東北地区レディース大会

　　　　　　主管　　青森県

　　　　　　期日　　平成28年10月

6）連絡事項・その他

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 岩手県奥州市

　バドミントン連盟理事会 2）第22回東北地区レディース大会 水沢グランドホテル

3）各県情報交換　

10月17日(土) 4）第23回東北地区レディース大会

5）連絡事項・その他
第22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 岩手県奥州市

　　監督会議 水沢グランドホテル

　　開会式

    レセプション 　選手・役員親睦会

参加チーム

10月18日(日) 第22回東北地区レディース 　1部　経験者　　　8チーム

バドミントン大会 　1部　未経験者　　8チーム 岩手県奥州市

　3部　56歳以上　　8チーム 江刺中央体育館

優勝

　1部　チーム 絆　　　（青森県）

　2部　SHUTTLE ACTIVE （福島県）

　3部　宮城県

３．　各ブロック事業報告

札幌市
産業振興センター

北海道立
総合体育センター

北海道立
総合体育センター

岩見沢市総合体育館
　岩見沢スポーツセンター

≪東北　ブロック≫



≪関東　ブロック≫ 理事　　三富　久子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

 平成27年
　4月 5日(日)  関東レディース 1)平成26年度事業報告・会計決算報告 　埼玉県武蔵浦和

バドミントン連盟 総会 2)平成27年度事業計画 コミュニティーセンター
3)日レ理事会(3月）報告 会議室
4)春季関東大会(栃木県)

　4月28日(火)  第5回春季 組合せ抽選・監督会議資料の確認 栃木県
 関東レディース (主管県・次回開催県・理事長) 鹿沼総合体育館
クラブ対抗バドミントン大会 フォレストアリーナ
　抽選会

　5月28日(木)  第5回春季 主管 ： 栃木県レディースバドミントン連盟 栃木県
 関東レディース 優　勝　勇羽飛           (栃木) 鹿沼総合体育館
クラブ対抗バドミントン大会 準優勝　栃の葉レディース（栃木） フォレストアリーナ
 (未経験者の部) 第３位　Shot'04　　　　　(千葉）

第３位　日立エイト       (茨城)
　9月 6日(日)  関東レディース 1) 関東レディース連盟の後半期対策 　埼玉県武蔵浦和

 バドミントン連盟役員会 2) 日レ理事会報告　 コミュニティーセンター
会議室

10月 4日(日)  関東レディース 1) 全日本大会(鹿児島県） 　埼玉県武蔵浦和
 バドミントン連盟役員会 2) 秋季関東クラブ対抗戦(栃木県) コミュニティーセンター

（日レより視察） 3) 日レ理事会(７月)の報告 　会議室
 10月29日(木)  第10回秋季 組合せ抽選・監督会議資料の確認 栃木県

 関東レディース (主管県・次回開催県・理事長) 鹿沼総合体育館
クラブ対抗バドミントン大会 フォレストアリーナ
  抽選会

 11月27日(金) 　第10回秋季 主管 ： 栃木県レディースバドミントン連盟 栃木県
 関東レディース 優  勝　レインボー　(神奈川) 鹿沼総合体育館
クラブ対抗バドミントン大会 準優勝　メークイン　(神奈川） フォレストアリーナ
　(春季大会と全国大会の 第３位　有秋台　　　(千　葉)
   参加選手を除く)　 第３位　一  期　    (茨　城)

 平成28年  関東レディース 1)　日レ理事会(11月）の報告 さいたま市
  1月24日(日) バドミントン連盟役員会 2)　関東クラブ対抗戦(秋・春） プラザウエスト

3)　連絡事項、その他 会議室

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

○第32回北信越レディース
 平成27年 クラブ対抗バドミントン大会の確認

5月23日(土)  第１回北信越レディース ①プログラム配布・変更・訂正等の確認
バドミントン連盟役員会議 ②選手変更届について(受付)

③役員名簿・大会開催地の確認   福井県あわら市
○日レ理事会の報告 トリムパークかなづ会議室
・都道府県の部の組み合わせの事前抽選
・予選リーグの振り分けについて確認
・クラブ対抗の部の抽選方法について協議
・大会運営規程について
・背面の確認
・鳥取県開催の個人戦のデータの申込
　参加数　46ﾁｰﾑ　3ダブルス対抗戦
 1部  5ﾁｰﾑ 優勝 美川クラブＡ（石川県）   福井県あわら市

5月24日(日)  第32回北信越レディース  2部 13ﾁｰﾑ 優勝 瓢友クラブＡ（石川県） トリムパークかなづ
 クラブ対抗バドミントン大会  3部 13ﾁｰﾑ 優勝 瓢友クラブＢ（石川県） 芦原農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

　　（団体戦）  4部 12ﾁｰﾑ 優勝 上市ﾚﾃﾞｨｰｽＢ（富山県）
 シニアの部 3ﾁｰﾑ　優勝  新潟シニア(新潟県）
○日レ理事会の報告
○審議事項
　①全日本レディース選手権大会の組み合わせ

 第2回北信越レディース 　②全国大会開催順
10月11日(土) バドミントン連盟役員会議 　③クラブ交流大会 富山第一ホテル

　④審判資格 「コメドール」
　⑤大会時の登録追加時期
　⑥背面
　⑦常任理事・理事の今後の確認　等



≪東海　ブロック≫ 理事　堀尾　恵美子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

平成27年  第33回東海レディース 参加数　16チーム（各県4チーム）
5月10日(日) バドミントン大会 　各ブロック優勝チーム 三重県

「団体戦」　1部 　グリーン　岡崎フェニックス　(愛知県）　 四日市中央緑地体育館
　レッド　　名古屋徳川　　　  (愛知県）
　イエロー　春日井　　　　　  (愛知県）
　ブルー　　豊田　　　　　    (愛知県）

5月10日(日) 「団体戦」　2部 参加数　5チーム
　全日本選手権大会「クラブ対抗の部」出場チーム
　によるリーグ戦
 優勝　四日市クラブ　　（三重県）
 2 位　小牧　　　　　　（愛知県） 三重県
 3 位　スルガウィングス（静岡県） 四日市中央緑地体育館
 4 位　豊田　　　　　  （愛知県）
 5 位　関クラブ　　　　（岐阜県）

平成2７年度 （1）平成26年度事業報告・決算報告
 東海レディース （2）平成27年度事業計画

バドミントン連盟総会 （3）日本レディースバドミントン連盟
　　　理事会報告

 第29回東海レディース 参加数　80組
 11月 6日(金)    バドミントン大会 優勝　

「個人戦」 　フリー　　伊藤早央吏・鎌田佐耶果(愛知) 愛知県名古屋市
　40歳以上　細野　一栄・北村　清美(愛知)　 日本ガイシスポーツプラザ
　45歳以上　谷田　昇子・平出　文江(愛知) 第二競技場
　50歳以上　吉永　　香・森田華奈恵(愛知)　

　55歳以上　御宿　みほ・中西ひろ子(静岡)
 11月25日(水) 東海レディース連盟 愛知県名古屋市

理事長会 日本ガイシスポーツプラザ
第二競技場

理事　　山本　邦子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

1)第37回近畿ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 反省
 平成27年 2)総会準備

　4月9日(木) 第1回 理事会 3)平成27年度近畿レディースバドミントン競技大会 ホテルアウィーナ大阪
4)日本レディースバドミントン連盟理事会報告
1)平成26年度
　　事業報告

平成27年度　総会 　　決算報告
　　会計監査報告
2)役員改選

5月7日(木) 3)平成27年度 ホテルアウィーナ大阪
　　事業計画案審議
　　予算案審議
1)近畿バドミントン協会理事会報告

第2回　理事会 2)日本レディースバドミントン連盟理事会報告
3)平成27年度近畿レディースバドミントン競技大会

5月21日(木) 第5回近畿レディース 優　勝　あいクラブ (大阪)　
バドミントン競技大会 準優勝　河内長野　（大阪）　

　 ３　位　姫路　　　（兵庫） 島津アリーナ京都
参加　28チーム
1)平成27年度近畿レディースバドミントン競技大会反省

10月6日(火)  第 3回理事会 2)第38回近畿レディース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理事会報告
4)近畿バドミントン協会報告

平成28年 1)平成28年度近畿レディースバドミントン競技大会
 1月14日(木)  第 4回理事会   要項審議 ホテルアウィーナ大阪

2)日本レディースバドミントン連盟理事会報告
 3月27日(日)  第38回近畿レディース

バドミントン選手権大会 参加28チーム 島津アリーナ京都

≪近畿　ブロック≫



≪中国　ブロック≫ 理事　　錦織　陽子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

1）平成26年度事業報告・決算報告
2）平成27年度事業計画・予算審議

平成2７年  中国地区レディース 3) 役員改選 広島県
5月16日(土) 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 広島サンプラザ

　　開催 
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
年齢別対抗　　　参加数　101組　202名

　 　優勝
　1部（フリー）　田中・関羽（広島）

 第32回 　2部（40歳以上）立石・中村（山口） 広島県
 中国地区レディース 　3部（45歳以上）寺田・光本（岡山）　 広島サンプラザ

　5月16日(土) バドミントン選手権大会 　4部（50歳以上）石原・香山（岡山）
～17日(日) 年齢別対抗・クラブ対抗 　5部（55歳以上）後藤・赤澤（岡山）

　6部（60歳以上）石井・立石（山口）
クラブ対抗　　　参加数12チーム　101名
　優勝             マミーズ（広島）

第12回中国地区親睦
レディースバドミントン大会 　　参加者数　　90名

11月14日(土) 1）表彰対象者
中国地区レディース 2）親睦レディースバドミントン大会
バドミントン連盟理事長会 3）次回中国地区レディースバドミントン選手権大会 岡山県

　　開催 六番川水の公園体育館
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

≪四国　ブロック≫ 理事　　東条　美希
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
平成27年

　5月17日(日) 第31回四国レディース 参加数29ﾁｰﾑ 愛媛県
バドミントン大会 1部Ａ 優勝　やまももＡ　　　　(徳島) 新居浜市市民体育館

1部Ｂ 優勝　バーバママ　　　  (香川)
2部Ａ 優勝　松山レディースＢ　(愛媛)
2部Ｂ 優勝　羽打’S蝶夫人　 　(香川)
2部Ｃ 優勝　やまももＢ　　　　(徳島)
3部Ａ 優勝　あすりーと　　　  (高知)
3部Ｂ 優勝　Kawanoe           (愛媛)

10月11日(日) 四国ブロック会 11:00～(8名）
1.全日本レディースバドミントン選手権大会組合せ
2.日レ主催大会参加者審判資格
3.普及開発部が行う大会 香川県
4.来年度四国レディースバドミントン大会日程 高松国際ホテル
5.第34回全日本レディースバドミントン選手権大会
  高知・準備進行 状況報告
6.その他

平成28年
3月19日(土) 四国ブロック会 11:00～(約10名）

1.平成27年度の事業報告及び
  平成28年度の事業計画（各県）
2.日本レディースバドミントン連盟 常任理事会の報告 徳島県
3.平成28年度四国ブロック役員選任の報告 鳴門海月
4.平成28年度四国レディースバドミントン大会要項
5.平成28年度四国ブロック高知県での開催
  「第34回全日本レディースバドミントン選手権大会」

  （都道府県・クラブ対抗）
6.その他



理事　　福島 美保子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

平成２７年 九州レディース 日本レディースバドミントン連盟 福岡県
10月10日(土) バドミントン連盟   総会・理事会の報告 福岡市民体育館

代表者会議 会議室
フリーの部　　優勝（福岡）2 位（大分）
　　　　　　　　 　 3 位（長崎・鹿児島）
40歳以上の部　優勝（福岡）2 位（熊本）
　　　　　　　　　　3 位（大分・長崎）

第37回 45歳以上の部　優勝（福岡）2 位（熊本）
10月11日(日) 　全九州レディース 　　　　　　　　　　3 位（鹿児島・長崎） 福岡県

　バドミントン選手権大会 50歳以上の部　優勝（福岡）2 位（大分） 福岡市民体育館
　　　　　　　　　　3 位（長崎・熊本）
55歳以上の部　優勝（福岡）2 位（鹿児島）
　　　　　　　　　　3 位（熊本・長崎）
60歳以上の部　優勝（大分）2 位（福岡）
　　　　　　　　　　3 位（鹿児島・熊本）
65歳以上の部　優勝（福岡）2 位（大分）
　　　　　　　　　　3 位（熊本・長崎）
1）全九州レディースバドミントン選手権大会
2）平成27年度会計報告

平成２８年 九州レディース 3）平成27年11月日本レディースバドミントン連盟 福岡県
2月 1日(月) バドミントン連盟 　 会議報告 福岡市中央体育館

代表者会議 4）日本レディースバドミントン連盟への 2階会議室
　　要望・登録及び賛助金
5）九州ブロック　ホームページ
6）その他

≪九州　ブロック≫


