
令和４年５月２３日

【大会】 ゴシック体→決定、明朝体→予定、明朝体斜体→未定

日にち 曜日 名称 会場 主催

７月１４日 木 学校総合体育大会①男子団体戦

７月１５日 金 学校総合体育大会②女子団体戦

７月２３日 土 学校総合体育大会③個人戦ダブルス（男女）

７月２４日 日 学校総合体育大会④個人戦シングルス（男女）

７月２６日 火 学校総合体育大会⑤団体戦順位決定戦 蓮田パルシー

７月２８日 木 第４１回全日本ジュニアバドミントン選手権大会埼玉県予選会（ジュニア新人の部） くまがやドーム 県協会

８月　６日 土

８月　７日 日

８月　８日 月

　８月１９日 金

　８月２０日 土

　８月２１日 日

　８月２２日 月

　９月　３日 土 くまがやドーム、北本

　９月　４日 日 くまがやドーム、蓮田

　９月１０日 土 蓮田

　９月１１日 日 久喜１．２

　９月１６日 金

　９月１７日 土

　９月１８日 日

　９月１９日 月

１０月２４日 月 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会①男子団体戦

１０月２５日 火 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会②女子団体戦

１０月２６日 水 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会③個人戦ダブルス（男女）

１０月２７日 木 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会④個人戦シングルス（男女）

１２月２４日 土

１２月２５日 日

１２月２６日 月

　１月　４日 水 久喜１・２、蓮田、北本

　１月　５日 木 久喜１・２、蓮田、北本

　１月　７日 土 久喜１・２、蓮田

　１月　８日 日 蓮田

　２月１１日 土 くまがや、蓮田、スポ総

　２月１２日 日 久喜１、蓮田、桶川

　３月　４日 土 久喜１・２、蓮田

　３月１１日 土 くまがや、蓮田

　３月１８日 土 スポ総

　３月２４日 金

　３月２５日 土

　３月２６日 日

《主催》　県中体連：埼玉県中学校体育連盟　　関東中体連：関東中学校体育連盟　　日本中体連：日本中学校体育連盟

　　　　 　県協会：埼玉県バドミントン協会　　関バド：関東バドミントン連盟　　日バ：日本バドミントン協会

くまがやドーム

（福岡県・北九州市）

令和４年度　埼玉県中学バドミントン年間行事予定一覧表

日バ

県中体連

第５３回関東中学校バドミントン大会

県協会

第４１回全日本ジュニアバドミントン選手権大会

ホワイトリング、長野運動公園
総合体育館（長野県長野市）

小瀬スポーツ公園体育館（山
梨県甲府市）

第３６回会長杯争奪中学生バドミントンシングルス大会

第３４回ファイテンカップ埼玉中学オープンバドミントン大会

第２７回関東中学生オープンバドミントン大会

第４２回会長杯争奪中学生バドミントンダブルス大会

日本
中体連
・
日バ

日バ

県協会

第２３回全日本中学生バドミントン選手権大会

県中体連

関東
中体連

関バド

県協会

県協会

第５２回全国中学校バドミントン大会
青森県武道館（青森県弘前
市）

桐生ガススポーツセンター（群
馬県・桐生市）

くまがやドーム

第３６回埼玉県ジュニアバドミントン年齢別シングルス大会（１２．１３歳）



【強化会】
日にち 曜日 名称 会場 主催

５月　３日 火 北本市体育センター

５月　４日 水 北本市体育センター

５月　５日 木 スポーツ総合センター

７月３０日 土

７月３１日 日

８月　１日 月

予定 　９月１７日 土 小中高強化練習会 久喜１ 県協会

１２月　３日 土 中学強化練習会（女子個人戦ダブルス） 未定 県協会

１２月　４日 日 中学強化練習会（男子団体戦） 未定 県協会

１２月２４日 土

１２月２５日 日

１２月２７日 月

予定 　１月１４日 土 小中高バドミントン選抜大会△ 久喜１ 県協会

予定 　１月１５日 日 小中高強化練習会 久喜１ 県協会

予定 　３月２７日 月 小中高選抜大会 くまがや 県協会

予定 　３月２９日 火 小中高選抜大会 くまがや 県協会

　３月２８日 火

　３月２９日 水

　３月３０日 木

翌年度４月上旬 中学強化練習会 未定 県協会

【講習会】
日にち 曜日 名称 会場 主催

中止 　６月２２日 土 第１回中学校指導者講習会　講師： 未定 県協会

中止 　　月　　日 中学校技術講習会（審判講習会）　講師：先生（） 未定 県中体連

１２月　　日 土 第２回中学校指導者講習会　講師：杉田和樹先生（宮代前原中） 未定 県協会

【準３級・３級公認審判員認定講習会】
日にち 曜日 名称 会場 主催

別日検
討中 　８月　９日 火 葛北地区 蓮田パルシー 県協会中学の部

越谷八潮地区 県協会中学の部

葛南地区 県協会中学の部

上尾地区 県協会中学の部

北足立地区 県協会中学の部

　８月　　日 さいたま市 さいたま市内中学校 県協会中学の部

入間地区 県協会中学の部

比企地区 県協会中学の部

児玉地区 県協会中学の部

大里地区 県協会中学の部

北埼玉地区 県協会中学の部

１１月１５日 日 朝霞地区 朝霞市立朝霞第一中学校 県協会中学の部

川口地区 県協会中学の部

県南地区 県協会中学の部

【会議（県中体連、関東中体連関係）】
日にち 曜日 名称 会場 主催

決定 ４月２２日 金 埼玉県中体連バドミントン専門部専門委員会 スポ総２０２研修室 県中体連

予定 ５月２７日 金 関東中学校体育連盟競技部会（全体会・分科会） 世田谷区立桜木中学校 関東中体連

予定 ７月　５日 火 学校総合体育大会（県大会）代表者会議 スポ総３０１．３０２研修室 県中体連

予定 ８月１日 月 関東大会組合せ会議 千葉ポートアリーナ（山梨県） 関東中体連

予定 １０月１１日 火 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会（県大会）代表者会 スポ総３０１．３０２研修室 県中体連

決定 １２月　８日 木 埼玉県中体連バドミントン専門部第１回常任委員会 スポ総３０１．３０２研修室 県中体連

決定 ２月１６日 木 埼玉県中体連バドミントン専門部第２回常任委員会 スポ総３０１．３０２研修室 県中体連

決定

決定

決定

別日
検討
中

決定

１２月or１月 土 川口市立八幡木中学校

　８月　　日 深谷ビッグタートル

中止

　８月上旬 八潮市立大原中学校

上尾市民体育館

中学強化練習会

中学強化練習会

中学強化練習会（選抜大会）

蓮田パルシー

県中体連

県協会

関東･全国強化練習会 蓮田パルシー

蓮田パルシー

県協会

県協会


