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大　　会　　名 期　　　日 開　催　地

第６５回全日本実業団選手権大会
２７年７月　１日（水）
　　　　～　５日（日）

京都府　京都市

第３３回全日本レディース選手権大会
　 　　７月２３日（木）

　～２６日（日）
富山県　富山市

第３１回若葉カップ全国小学生大会
　     ７月３１日（金）

～８月　３日（月）
京都府　長岡京市　

第６６回全国高等学校選手権大会
     　８月　６日（木）

    　～１１日（火）
京都府　長岡京市

第５４回全日本教職員選手権大会
    　８月１０日（月）
        ～１４日（金）

奈良県　田原本町

第１６回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会
    　８月１４日（金）
       ～１６日（日）

熊本県　八代市　

第３回全日本バドミントンミックダブルス選手権大会
     　８月１５日（土）

    　～１６日（日）
神奈川県　横浜市

第１６回全国高校定時制通信制バドミントン大会
    　８月１７日（月）
        ～２０日（木）

神奈川県 小田原市

第４５回全国中学生バドミントン大会
    　８月２０日（木）
        ～２３日（日）

北海道　釧路市

第３９回全日本高等専門学校バドミントン選手権大会
    　８月２２日（土）
        ～２３日（日）

長崎県　佐世保市

第５８回全日本社会人バドミントン選手権大会
     　８月２８日（金）
     ～９月  ２日（水）

福岡県　北九州市

日本マスターズ２０１５バドミントン競技会
    ９月１９日（土）

        ～２１日（月）
石川県　白山市　

第３４回全日本ジュニアバドミントン選手権大会
    　９月２０日（日）
        ～２３日（水）

埼玉県　久喜市・幸手市

第７０回国民体育大会バドミントン競技会
  　１０月　２日（金）

     ～　５日（月）
和歌山県 岩出市

第６６回全日本学生バドミントン選手権大会
    １０月　９日（金）
        ～１５日（木）

大阪府　大阪市

ヨネックス杯国際親善レディース大会２０１５
    １０月１５日（木）
        ～１８日（日）

大阪府　大阪市

バドミントン日本リーグ２０１５
　　１０月３１日（土）

～ ２月１４日（日）
東京都他各地

第１４回日本ジュニアグランプリバドミントン２０１５
     １１月２０日（金）
        ～２２日（日）

宮城県　仙台市　

第３２回全日本シニアバドミントン選手権大会
　　１１月２１日（土）
　　　　～２３日（月）

福井県　敦賀市他

平成２７年度全日本総合バドミントン選手権大会
    １１月３０日（月）

～１２月６日（日）
東京都　渋谷区　

第１０回全日本レディースバドミントン競技会（個人戦）
　１２月１１日（金）

　　　 　～１３日（日）
鳥取県　鳥取市

第２４回全国小学生バドミントン選手権大会
　１２月２３日（水）

　　　 　～２７日（日）
福岡県　北九州市

第１６回全日本中学生バドミントン選手権大会
　　２８年３月１９日
（土） ～２１日（月）

宮崎県　宮崎市

第４４回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会
３月２４日（木）

         ～２８日（月）
山形県　鶴岡市　



　　

大　　会　　名 期　　　日 会　　場

第３２回中国地区レディースクラブ対抗競技会
第３２回中国地区レディース年齢別競技会

　                5月１６日（土）
～１７日（日）

　広島県広島市
広島サンプラザ

第4７回中国実業団選手権大会
　                5月２２日（金）

～２４日（日）
　鳥取県米子市
米子産業体育館

第5８回中国高等学校選手権大会
　                ６月１９日（金）

～２１日（日）
　山口県周南市
キリンビバレッジ周南総合体育館

第3６回中国中学校選手権大会
　                 ８月 ３日（月）

～ ５日（水）
　岡山県倉敷市
水島緑地福田公園体育館

第７０回国民体育大会中国ブロック大会
8月21日（金）
 ～23日（日）

　鳥取県倉吉市
倉吉体育文化会館

第5８回中国地区総合選手権大会
　                ９月１８日（金）

～２０日（日）
　岡山県岡山市
岡山市総合文化体育館

第3２回中国地区小学生選手権大会
　               １０月１７日（土）

～１８日（日）
　島根県出雲市
島根県立浜山公園体育館ｶﾐｱﾘ-ﾅ

第1６回中国地区シニア選手権大会
　               １０月３１日（土）

～１１月　１日（日）
　広島県廿日市市
廿日市市スポ-ツセンターサンチェリー(予定)

第4４回全国高校選抜中国地区予選大会
　              １２月２４日（木）

～２６日（土）
　島根県松江市
鹿島総合体育館

第2５回中国地区教職員選手権大会
　              １２月２６日（土）

～２７日（日）
　岡山県岡山市
瀬戸町総合運動公園体育館
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大　　会　　名 予　　選 期　　　日 会  　  場

第43回県実業団選手権大会 全国 平成27年 4月 5日（日） 北栄町大栄体育館

第33回全日本レディースクラブ対抗県予選会
第32中国レディース年齢別県予選会

全国
中国

4月 5日（日） 北栄町北条体育館

第30回混合ダブルス選手権大会 中国 4月26日（日） 米子市淀江体育館

第62回県春季総合選手権大会 国体 5月10日（日） 米子産業体育館

※第50回県高校総体
全国
中国

5月30日（土）
　   ～6月 1日（月）

ｺｶ・ｺ-ﾗｳｴｽﾄ　ｽﾎﾟ-ﾂﾊﾟ-ｸ
鳥取県民体育館

第8回県春季レディースｸﾗﾌﾞ対抗ﾘｰｸﾞ選手権大会 6月 7日（日） 北栄町北条体育館

第31回若葉カップ全国大会県予選会 全国 6月 6日（土） 倉吉体育文化会館

第14回県社会人選手権大会
日本スポ－ツマスタ－ズ２０１５県予選会

全国 6月 7日（日） 大栄ふれあい会館

第16回全国小学生ABC大会県予選会 全国 6月13日（土） 鳥取市民体育館

第70回国体県予選会 国体
7月11日（土）

　～12日（日）
北栄町北条体育館

第30回鳥取県シニアバドミントン選手権大会
中国

7月12日（日） 鳥取産業体育館

※第41回県中学総体 中国
7月18日（土）
～19日（日）

大栄中学校体育館

第34回全日本ジュニア選手権大会県予選会 全国 7月25日（土） 北栄町北条体育館

第35回県教職員選手権大会 7月25日（土） 米子市淀江体育館

第35回県小学生選手権大会 中国 8月29日（土） 米子産業体育館

第14回日本ジュニアグランプリ県予選会 全国   9月 6日（日） 鳥取市大和体育館

第24回全国小学生大会都道府県対抗の部県予選会 全国 9月20日（日） 倉吉体育文化会館

第43回県中学新人選手権大会 9月27日（日） 倉吉体育文化会館

第29回県レディース選手権大会 10月24日（土） あやめ池ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

※第16回県民スポレク祭    10月25日（日） 鳥取市民体育館

第51回県高校新人選手権大会 中国
 11月 6日（金）

～8日（日）
倉吉体育文化会館

第12回県中学校対抗選手権大会 　　　11月23日（月） 鳥取産業体育館

第16回全日本中学生選手権大会県予選会 全国 12月 6日（日） 北栄町北条体育館

第47回県新春総合選手権大会 平成28年 1月 31日（日） 倉吉体育文化会館

第19回県小学生学年別大会 2月20日（土） 米子産業体育館
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