
年　月　日 開催地 　　　　　　　　　　会 　　　場
平成２８年

　４月２1日(木)  総　会　　　　　　　　　　　　 　　 13:00
 　  評議員会　　　　　　　　　　　　　　　 総会終了後

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

 　７月２７日(水) 15:00
 　７月２８日(木)  第 １ 回 常任理事会 　　　　 　　　　　　　　10:00

 第３4回 全日本レディースバドミントン選手権大会
　              　（都道府県対抗・クラブ対抗）

 ７月２８日(木) 監督会議　　　　　 　 16:00
開 会 式　　　 　　　  17:00

  ７月２９日(金) 競　　技  9:00～  高知県立県民体育館〜

 南国市立スポーツセンター
  ７月３１日(日) 閉 会 式 競技終了後  高知県立県民体育館

９月  １日(木)  第 ２ 回 国際実行委員会 13:00 大阪府  大阪市立青少年センター会議室
 第 ２ 回 運営委員会 11:00
 第 ２  回 地区部会 16:30
 第 １ 回 日レ塾　チャレンジアップ大会

９月　３日(土) 代表者会議　　　　　 　 11:30
開 会 式　　　 　　　  11:45
競　　技 12:00～

９月　４日(日) 閉 会 式 競技終了後

 ヨネックス杯国際親善レディース
                                   　バドミントン大会２０１６

 １０月２６日(水) 代表者会議　　　　 　 16:30
開 会 式　　　　　　 　 17:10

 １０月２７日(木) 競　　技  9:10～
　　　（大阪府立体育会館）
 大阪市立浪速スポーツセンター

 １０月３０日(日) 閉 会 式 競技終了後

11:30
 第 １ 回 理事会 13:30
             役員選考委員会 16:30
 第 ３ 回 国際実行委員会　　　　 　　　 12:30
 第 ３ 回 運営委員会　　　　　　 　　 15:30

 １２月　９日(金) 代表者会議　　　　 　 16:00  カンデオホテル千葉
開 会 式　　　　　　 　 17:00  カンデオホテル千葉

 　　１２月１０日(土) 競　　技  9:00～  千葉ポートアリーナ
 船橋市総合体育館
 浦安市運動公園総合体育館
 千葉県総合スポーツセンター体育館

 　１２月１１日(日) 閉 会 式 競技終了後  千葉ポートアリーナ
平成２９年
　　　２月　６日(月)  第 ４ 回 運営委員会　　　　　　　 　 11:00 東京都

 第 ３ 回 部会 12:30
 第 ２ 回 常任理事会 14:30

　 　 ３月１０日(金)  第 ２ 回 理事会 13:00 東京都
　　　３月２３日(木)  第 ５ 回 運営委員会 11:00 東京都

今後の予定
　　　　　平成２９年度　　　 　　　 　平成３０年度
　　　　　　　　総　会　　４月２０日（木）予定　　　　　　　　　　　　　   　    　　　　             　　　        　   東 京 都 第３６回全日本大会 京 都 府
　　　　　　　　第３５回全日本大会 静 岡 県 第１３回全日本大会（個人戦） 熊 本 県
　　　　　　　　第１２回全日本大会（個人戦） 宮 城 県 ヨネックス杯国際親善大会２０１８ 大 阪 府
　　　　　　　　ヨネックス杯国際親善大会２０１７　　       大 阪 府

　　　 　平成３１年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    　　　　　　　　　   　第３７回全日本大会 広 島 県
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　                     　               　　　 　第１４回全日本大会（個人戦） 福 井 県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        　                 　    ヨネックス杯国際親善大会２０１９ 大 阪 府

９月　２日(金)

 第 １ 回 地区部会・第 １ 回 部会

高知県

広島県  広島サンプラザ　会議室

 ホテル日航高知　旭ロイヤル
 ホテル日航高知　旭ロイヤル

高知県  高知県立県民体育館　会議室

広島県  広島サンプラザ

　　 　１１月１５日(火) 東京都  品川区　会議室

大阪府

〜

 第 ２ 回 部会

 エディオンアリーナ大阪(多目的室)
 エディオンアリーナ大阪(多目的室)

９．　平成２８年度   事業計画 

事　　業　　名

東京都

 　５月３０日(月) 大阪府  大阪市立青少年センター会議室

 品川区 荏原第5地域センター

３月　９日(木) 東京都

 品川区　会議室

 品川区　会議室

 エディオンアリーナ大阪

 エディオンアリーナ大阪

 品川区　会議室

 品川区　会議室

 １２月　８日(木) 東京都  品川区　会議室

 第１１回 

千葉県

      全日本レディースバドミントン競技大会(個人戦)
〜



　１)　総務本部 本部長　　 民谷 千寿子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
4月　4日(月) 事務局ミーティング① 定期総会資料作成・連盟だよりＶｏｌ．15監修 日レ事務局

5日(火) 会計監査 会計監査 日レ事務局

4月21日(木) 定期総会 総会・評議員会 品川区荏原第5センター

5月  5日(水) 事務局ミーティング② 5月30日会議準備・資料作成 日レ事務局

5月30日(月) 第1回運営委員会 報告・審議事項審議 大阪市立青少年センター会議室

6月  5日(日) 事務局ミーティング③ 7月27日・28日会議準備・資料作成 日レ事務局

7月　4日(月) 事務局ミーティング④ 7月27日・28日会議準備・資料作成、発送 日レ事務局

7月27日(水) 第1回総務本部会 登録・連盟だより・ホームページ 高知県立県民体育館

7月28日(木) 第1回常任理事会 報告・審議事項審議 高知県立県民体育館

8月  2日(火) 事務局ミーティング⑤ 9月1日・2日会議準備・資料作成 日レ事務局

9月　2日(金) 第2回運営委員会 報告・審議事項審議 広島市広島サンプラザ

10月　3日(月) 事務局ミーティング⑥
第1回企画会議
第2回総務本部会 連盟だより紙面割　　
第1回理事会 審議事項審議
役員選考委員会

11月16日(水) 事務局ミーティング⑦ 12月　8日会議準備・資料作成 品川区会議室

12月　8日(木) 第3回運営委員会 報告・事業計画(案)・予算(案） 品川区会議室

平成29年 事務局ミーティング⑧
1月13日(金) 第2回企画会議
2月　5日(日) 事務局ミーティング⑨ 3月9･10日会議準備

定期総会・常任理事会・理事会資料確認
2月　6日(月) 第4回運営委員会 定期総会資料・常任理事会・理事会議案審議 品川区会議室

第3回総務本部会
第2回常任理事会

3月10日(金) 第2回理事会 総会資料確認・審議事項審議 品川区会議室

事務局ミーティング⑩
第3回企画会議

3月23日(木) 第5回運営委員会 総会資料・議題確認 品川区会議室

3月24日(金) 事務局ミーティング⑪ 定期総会資料確認 日レ事務局

　２)　大会事業本部 本部長　　　宇山　昌子
年　月　日 会　　場
5月30日(月) 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27日(水) 第１回大会事業本部会 高知県立県民体育館

7月28日(木)
〜

　　　競技会場：ホテル日航高知旭ロイヤル　高知県立県民体育館　　 高知県

7月31日(日)
9月1日(木) 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26日(木) ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会2016

〜

　　　競技会場：道頓堀ホテル　エディオンアリーナ大阪　（大阪府立体育会館） 大阪府

10月30日(日)                  　 大阪市立浪速スポーツセンター　

11月15日(火) 第２回大会事業本部会 品川区会議室

12月　8日(木) 第３回国際実行委員会 品川区会議室

12月　9日(金) 第１１回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦）

〜

　　　競技会場：カンデオホテル千葉　千葉ポートアリーナ　船橋市総合体育館　 千葉県

12月11日(日) 　　　　　　　　　 浦安市運動公園総合体育館　千葉県総合スポーツセンター体育館　

平成29年
3月　9日(木) 第3回大会事業本部会 品川区会議室

　３)　普及・開発本部 本部長　　　山川　友子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
4月21日(木) 臨時普及開発本部会 第1回日レ塾実行委員会　大会役員体制 品川区会議室
7月27日(水) 第1回普及開発本部会 第2回日レ塾実行委員会　

第1回地区部会 次期日レ塾・役員交代・事務局
9月  2日(金) 第2回地区部会
9月  3日(土) 第1回日レ塾 チャレンジアップ大会 広島サンプラザ
　　～4日(日)
10月14日(金) ブロック視察 近畿ブロック ホテルアウィーナ大阪
11月15日(火) 第２回普及開発本部会 理事会の議題 品川区会議室

平成29年
3月　9日(木) 第３回普及開発本部会 平成29年度事業計画 品川区会議室

第３４回全日本レディースバドミントン選手権大会（都道府県対抗・クラブ対抗）

  事　　　　　　業　　　　　　名

１０．平成２８年度　各本部事業計画

11月15日会議準備・資料作成・執行部会打合せ 日レ事務局

11月15日(火) 品川区会議室

日レ事務局

高知県立県民体育館会議室

2月　6日会議準備・資料作成・事業計画(案)
予算(案)

日レ事務局

3月　9日(木)
連盟だより・収支報告　総会資料確認
審議事項審議

品川区会議室

3月11日(土) 会議準備・資料作成・総会資料打合せ 品川区会議室

　　 　　　　　　　 南国市立スポーツセンター



（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28年 役員会 ・大会要項の見直し（種目）

・登録料

・チャレンジアップ大会

3月26日(土) ・その他

13時～ 平成28年度総会 ・平成27年度事業報告・決算報告

・平成28年度事業計画案・予算案

・登録料

・全日本レディース連盟からの報告事項

5月17日(火) 第34回全日本レディース ・都道府県対抗

選手権大会北海道予選会 ・クラブ対抗

6月20日(月) 第14回北海道よさこい　　　　　 ・個人戦 　16種目　

そ～らんオープン大会

9月24日(土) 第45回北海道レディース ・団体戦

～25日(日) 競技大会　　 　　　　1部～6部

（ 東 北 ） ブロック 理事　古橋　清子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

1）平成27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について

平成28年 平成28年度 3）日本レディースバドミントン連盟理事会報告 岩手県盛岡市

　4月 9日(土)  東北地区レディース 　 並びに要望・意見等について

　（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23回東北地区レディース大会について

　会場 青森市 カクヒログループスタジアム

　期日 平成28年10月22日（日）～23日(日）

1）日本ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟理事会報告並びに

 東北地区レディース 　 要望・意見等 青森県青森市

　　バドミントン連盟理事会 2）各県情報交換　

3）第23回東北地区レディース大会

10月22日(土) 4）連絡事項・その他

第23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 青森県青森市

　　監督会議

　　開会式

    レセプション 　選手・役員親睦会

10月23日(日) 第23回東北地区レディース 参加チーム　1部　経 験 者　8チーム 青森市

　　バドミントン大会 　　　　　　2部　未経験者　8チーム 　カクヒログループ

　　　　　　3部　56歳以上　6チーム スタジアム

( 関 東 ） ブロック 　理事　　三富 久子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　容 会　　場

平成28年  関東レディース 1)平成27年度事業報告・会計決算報告

  4月 3日(日) バドミントン連盟総会 2)平成28年度事業計画 埼玉県　（未定）

3)日レ理事会（3月）報告

 4月23日(土)  第6回春季 群馬県

 関東レディースクラブ対抗 組合せ抽選・監督会議資料の確認 ALSOKぐんまアリーナ

バドミントン大会抽選会 会議室

１２．各ブロック事業計画

札幌市
産業振興センター

札幌市豊平区体育館

北海道立
　総合体育センター

釧路市
湿原の風アリーナ



年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　容 会　　場

 5月29日(日)  第6回春季 主管 ：群馬県レディースバドミントン連盟 群馬県

 関東レディースクラブ対抗 ALSOKぐんまアリーナ

バドミントン大会大会

 10月 2日(日)  関東レディース 日レ理事会の報告・その他 未定

 バドミントン連盟役員会 

10月15日(土)  第11回秋季 群馬県

 関東レディースクラブﾞ対抗 組合せ抽選・監督会議資料の確認 伊勢崎市民体育館

 バドミントン大会抽選会 会議室

 11月17日(木)  第11回秋季 主管 ：群馬県レディースバドミントン連盟 群馬県

 関東レディースクラブ対抗 伊勢崎市民体育館

 バドミントン大会

平成29年

 1月29日(日)  関東レディース 日レ理事会の報告・その他 未定

 バドミントン連盟役員会 

(北信越） ブロック 理　事　堀　　純子
年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場

平成28年

5月21日(土) 第１回北信越レディース 第33回北信越レディース 長野市

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について 長野市総合体育館

①プログラムの確認　変更・訂正

②選手変更届け受付

③役員名簿、大会開催地の確認

④日本レディース連盟総会の報告

⑤その他　各県の状況報告等

5月22日(日) 第33回北信越レディース 長野市

クラブ対抗バドミントン大会 長野市総合体育館

未定 第２回北信越レディース

バドミントン連盟役員会議

（ 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28年 第34回東海レディース 1部　

5月15日(日) 　バドミントン大会   ・各県４チームによるランク別チーム対抗団体戦

「団体戦」   ・3ダブルス(40歳未満・40歳以上・50歳以上) 静岡県静岡市

1部・2部  　による年齢別対抗戦をし3ダブルスすべて行う。 このはなアリーナ

  ・1リーグ4チームとしランク別に4リーグとする

2部

  ・全日本レディースバドミントン選手権大会

 　「クラブ対抗」出場チームによる団体戦

  ・愛知2チーム、静岡・岐阜・三重県各1チームの

　  5チームによる3ダブルスのリーグ戦

平成28年度 （1）平成27年度事業報告・決算報告

東海レディース （2）平成28年度事業計画・予算（案）

バドミントン連盟総会 （3）その他

 第30回東海レディース 年齢別ダブルス個人戦

12月3日(土) 　バドミントン大会   ・フリー・40歳以上・45歳以上・50歳以上

「個人戦」　   　55歳以上各部に各県4組が出場 静岡県掛川市

  ・予選リーグ戦の後、1位が決勝トーナメントを行う。 掛川さんりーな

東海レディース

バドミントン連盟理事長会



（ 近 畿 ） ブロック 理事　　山本　邦子

年　月　日 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　容 会　　場
平成28年 第１回理事会 １)第38回近畿レディースバドミントン選手権大会

4月16日(土) 　　反省
2)平成28年度総会準備  ホテルアウィーナ大阪
3)平成28年度バドミントン競技大会
4)日本レディースバドミントン連盟常任理事・
　理事会報告

5月12日(木) 平成28年度総会 1)平成27年度
　　事業報告  ホテルアウィーナ大阪
　　決算報告

 　　会計監査報告
 2)役員改選

3)平成28年度
　　事業計画案審議
　　予算案審議

第2回理事会 1)近畿バドミントン協会理事会報告  ホテルアウィーナ大阪
2)平成28年度近畿レディースバドミントン競技大会
3)日本レディースバドミントン連盟理事会報告

 6月 1日(水) 平成28年度近畿レディース 参加28チーム 東大阪市立総合体育館
バドミントン競技大会

 10月14日(金) 第3回理事会 1)平成28年度近畿レディースバドミントン競技大会
　反省  ホテルアウィーナ大阪
2)第39回近畿レディースバドミントン選手権大会
　要項審議
3)日本レディースバドミントン連盟理事会報告

平成29年
 1月　日(　) 第4回理事会 1)平成28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

　要項審議
2)日本レディースバドミントン連盟理事会報告

 3月18日(土) 第39回近畿レディース 参加28チーム 東大阪市立総合体育館
バドミントン選手権大会 

( 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27年度事業報告・決算報告
２）平成28年度事業計画・予算審議

平成28年  中国地区レディース ３) 役員改選 岡山県総社市
5月21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 きびじアリーナ

　　選手権大会開催
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

 第33回 年齢別対抗　
中国地区レディース 　1部(フリー)　　　　7部(65歳以上)　　　

　5月21日(土) バドミントン選手権大会 　2部(40歳以上）　 岡山県総社市
～22日(日) 年齢別対抗・クラブ対抗 　3部(45歳以上)　　 きびじアリーナ

　4部(50歳以上） 
　5部(55歳以上） 　
　6部(60歳以上）　
クラブ対抗　　

第13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

11月26日(土)
中国地区レディース 1）表彰対象者 鳥取県米子市

バドミントン連盟理事長会 2）次回中国地区レディースバドミントン
　　選手権大会開催
3）日本レディースバドミントン連盟報告
4）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　　部 内　　　　　　　　　　容 会　　　場

平成28年

 5月8日(日) 第32回四国レディース 1部～4部団体戦 香川県

バドミントン大会 高松市総合体育館

平成29年 1.各連盟事業活動報告及び事業計画

四国レディース 2.日本レディースバドミントン連盟

 3月中旬 バドミントン連盟      理事会報告 香川県

理事長会 3.平成29・30年度役員 

4.平成29年度四国レディース

                              バドミントン大会要項

5.その他

（ 九 州 ） ブロック 理事　花井 小夜子
年　月　日 事　　業　　部 内　　　　　　　　　　容 会　　　場

平成28年 九州レディース 日本レディースバドミントン連盟 宮崎県

10月 8日(土) バドミントン連盟 総会・理事会の報告 宮崎市総合体育館

代表者会議 会議室

10月 9日(日) 第３８回 ①フリー  　②40歳以上  ③45歳以上

全九州レディース ④50歳以上  ⑤55歳以上  ⑥60歳以上　 宮崎県

バドミントン選手権大会 ⑦65歳以上 宮崎市総合体育館

　上記７部門

　１チーム3ダブルスにて団体戦

平成29年 九州レディース 1）全九州レディースバドミントン選手権大会

2月 6日(月)           バドミントン連盟 2）平成28年度会計報告

代表者会議 3）平成28年10月日本レディースバドミントン連盟 福岡県

　　  会議報告 福岡市中央体育館

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


