
期　　　日 大　　　会　　　名 会　　　　場 主　催 主　管
 4月4日(日) 令和３年度県団体総合選手権大会 いしかわ総合スポセン(サブ) 県協会 競技委員会

 4月11日(日) 令和３年度ゴーセン杯争奪「個人戦」大会 岩内体育館 県協会 普及委員会

 4月18日(日) 第４５回石川県レディースバドミントン競技大会（個人戦） 美川スポーツセンター レディ-ス レディ-ス

 5月1日(土)
 ～5月3日(月・祝)

第２６回石川ジュニアオープン大会
美川スポーツセンター
美川体育館

県協会 強化委員会

 5月8日(土)
 ～5月9日(日)

第３７回若葉カップ全国小学生大会予選会
小松総合体育館
義経アリーナ（末広体育館）

ジュニア ジュニア

 5月16日(日)
第３０回いしかわスポーツレクリエーション
交流大会年齢別バドミントン大会

金沢市城東体育館 石川県 普及委員会

 5月29日(土)
 ～5月30日(日)

第２２回ダイハツ小学生ＡＢＣバドミントン石川県大会 美川スポ－ツセンタ－ ジュニア ジュニア

 6月3日(木)
 ～6月6日(日)

令和３年度石川県高校総合体育大会 いしかわ総合スポーツセンター 高体連 高体連

 6月6日(日) 令和３年度実業団リーグ開幕戦 金沢市営森本体育館 実業団 実業団

 6月13日(日) 令和３年度石川県社会人選手権大会 鹿島体育センター 県協会 競技委員会

 6月26日(土)
 ～6月27日(日)

第３７回栂野尾杯争奪ジュニア大会
(6/26　小学生、6/27　中学生)

七尾総合市民体育館 ジュニア ジュニア

 6月26日(土)
 ～6月27日(日)

第３７回宮森杯争奪ジュニア大会
(6/26　小学生、6/27　中学生)

津幡運動公園体育館 ジュニア ジュニア

 6月26日(土)
 ～6月27日(日)

第３７回銭谷杯争奪ジュニア大会
(6/26　中学生、6/27　小学生)

小松総合体育館　　　 ジュニア ジュニア

 7月3日(土)
 ～7月4日(日)

第３７回松下杯争奪ジュニア大会
(7/3　中学生、7/4　小学生)

金沢市総合体育館 ジュニア ジュニア

 7月4日(日) 令和３度実業団リーグ（前期最終戦） 鹿島体育センター 実業団 実業団

 7月11日(日) 令和３度社会人リーグ（前期戦） 金沢市中央市民体育館他 県協会 社会人

 7月10日(土)
 ～7月11日(日)

令和３年度石川県中学生総合競技大会 金沢市総合体育館 中体連 中体連

 7月22日(木・祝) JOC全日本ジュニア県予選会(ジュニア新人の部) いしかわ総合スポーツセンター 県協会 県協会

 8月7日(土) 第７３回県民体育大会（一般）（壮年）
(一般)　羽咋体育館
(壮年)　羽咋高等学校体育館

石川県 県協会

 8月22日(日) 第２８回石川ふれ愛オープン大会（年齢別） 美川体育館 レディ-ス レディ-ス

 8月28日(土)
 ～8月29日(日)

第３７回北國新聞社杯争奪ジュニア大会
(8/28　七尾総合市民体育館 中学生、
8/28,29　鹿島体育センター　小学生)

七尾総合市民体育館
鹿島体育センター

ジュニア ジュニア

 9月4日(土)
 ～9月5日(日)

第４３回石川県ジュニアダブルス大会
(七尾総合市民体育館　中学生、
 美川スポ－ツセンタ－　小学生)

七尾総合市民体育館
美川スポ－ツセンタ－

ジュニア ジュニア

 9月5日(日) 第６７回石川県高校根上大会 根上体育館 能美協会 能美協会

 9月19日(日) 令和３年度実業団リーグ（後期開幕戦） 実業団 実業団

 9月11日(土) 第２７回北信越小学生大会予選会 美川スポ－ツセンタ－ ジュニア ジュニア

 9月12日(日) 令和３年度澁谷杯争奪ミックスダブルス大会 美川スポーツセンター 県協会 競技委員会

10月17日(日) 令和３年度実業団リーグ最終戦 金沢市営城東体育館 実業団 実業団

11月3日(水・祝) 第４６回石川県レディースバドミントン競技大会（団体戦） 美川スポ－ツセンタ－ レディ-ス レディ-ス

11月7日(日) 令和３年度社会人リーグ（後期戦） 美川スポ－ツセンタ－他 県協会 社会人

11月11日(木)
～11月14日(日)

令和３年度石川県高校新人体育大会
美川スポーツセンター
加賀市スポーツセンター

高体連 高体連

11月20日(土)
～11月21日(日)

第４０回石川県小学生団体選手権大会
津幡運動公園体育館
津幡町総合体育館

ジュニア ジュニア

11月23日(火・祝) 第１１回ふれ愛シニアオープンバドミントン大会・イン能登 七尾総合市民体育館 レディ-ス レディ-ス

11月23日(火・祝) 第３７回石川県中学1年生大会 いしかわ総合スポーツセンター 県協会 強化委員会

12月4日(土)
～12月5日(日)

令和３年度北國新聞社杯争奪
石川県個人総合バドミントン選手権大会

美川スポーツセンター
美川体育館

県協会 競技委員会

12月18日(土)
～12月19日(日)

百万石・ゴーセン交流バドミントン大会 金沢市総合体育館 県協会 中・高体連

1月8日(土)
1月15(土)

第２２回全国中学生選手権大会（石川県予選会）
(1/8:シングルス、1/15ダブルス)

美川スポーツセンター 県協会 強化委員会

1月9日(日) 第４回石川県ジュニア低学年大会 いしかわ総合スポーツセンター 県協会 ジュニア

1月10日(月・祝) 第１７回石川県社会人クラブバドミントン連盟ダブルス大会 美川スポーツセンター 県協会 社会人

2月19日(土)
～2/20日(日)

第４０回石川県中学生選抜大会 美川スポーツセンター 県協会 強化委員会

2月26日(土)
㈱北國銀行杯
第４３回石川県レディースファミリーバドミントン競技大会

いしかわ総合スポーツセンター レディ-ス レディ-ス

3月12日(土)
～3/13日(日)

令和３年度第１４回全国バドミントントリプルス選手権大会 いしかわ総合スポーツセンター 県協会 全国専門店

3月13日(日) 第４３回ゴーセン杯争奪「団体戦」大会 金沢市城東体育館 県協会 普及委員会

令和３年度　石川県バドミントン協会　大会スケジュール表



令和３年度　北信越・中部日本大会スケジュール表

期　　　　　日 大　　　　　　　　　会　　　　　　　　　名 場 　　　　　　　　所
 4月12日(月)～4月13日(火) 第７８回北信越大学選手権大会（春季リーグ戦） 石川県 金沢市総合体育館

 5月15日(土)～5月16日(日) 第５０回北信越実業団選手権大会 石川県 いしかわ総合SC

 5月9日(日)～5月14日(金) 第７０回中部大学、第６８回中部学生バドミントン選手権大会 三重県 三重県営サンアリーナ

 5月16日(日) 第３８回北信越レディースクラブ対抗バドミントン大会(団体戦) 福井県 福井県営体育館

 6月13日(土)～6月20日(日) 令和３年度北信越高等学校選手権大会 富山県 高岡市　竹平記念体育館

 8月3日(火)～8月5日(木) 第４２回北信越中学校バドミントン大会 富山県 高岡市　竹平記念体育館

 8月11日(水)～8月14日(土) 第６８回北信越学生選手権大会（個人戦） 新潟県 長岡市　みしま体育館

 8月21日(土)～8月22日(日) 令和３年度北信越国民体育大会 長野県 長野市

 8月24日(火)～8月31日(火) 第６１回西日本学生選手権大会 福岡県 北九州市立総合体育館他

10月2日(土)～10月3日(日) 第３０回全国小学生大会北信越ブロック予選会 石川県 いしかわ総合SC

11月10日(水)～11月12日(金) 第７９回北信越大学選手権大会（秋季リーグ戦） 富山県 氷見市ふれあいSC

12月11日(土)～12月12日(日) 第７４回中部日本バドミントン選手権大会 三重県 四日市　市総合体育館他

12月6日(月)～12月8日(水) 第２８回北信越学生新人選手権大会 長野県 信州スカイパーク

R4年1月21日(金)～1月23日(日) 令和３年度全国高等学校選抜北信越予選 新潟県 上越市

R4年3月5日(土)～3月6日(日) 第３３回北信越小学生大会（団体戦） 新潟県 新潟市

令和３年度　日本協会主催・主管大会スケジュール表

期　　　　　日 大　　　　　　　　　会　　　　　　　　　名 場 　　　　　　　　所
 3月31日(水)～4月4日(日) 大阪インターナショナルチャレンジ ２０２１ 大阪府 守口市

 5月29日(土)～6月2日(水) ２０２１年日本ランキングサーキット大会 埼玉県 さいたま市

 6月18日(金)～6月20日(日) 第１４回全国社会人クラブバドミントン選手権大会（個人戦） 愛知県 豊田市

 6月23日(水)～6月27日(日) 第７１回全日本実業団バドミントン選手権大会 愛知県 名古屋市

 7月17日(土)～7月19日(月) 第３７回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 京都府 長岡京市

 7月24日(土)～8月2日(月) 東京２０２０オリンピックバドミントン競技 東京都 調布市

 8月7日(土)～8月8日(日) 第９回全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会 神奈川県 小田原市

 8月8日(日)～8月13日(金) 第７２回全国高等学校バドミントン選手権大会 富山県 高岡市、射水市

 8月14日(土)～8月15日(日) 第２２回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会 熊本県 八代市

 8月15日(日)～8月18日(水) 第２３回全国高等学校定時制通信制バドミントン大会 神奈川県 小田原市

 8月15日(日)～8月19日(木) 第６０回全日本教職員バドミントン選手権大会 新潟県 新潟市

 8月20日(金)～8月23日(月) 第５１回全国中学校バドミントン大会 山梨県 甲府市

 8月17日(火)～8月22日(日) ヨネックス秋田マスターズ大会 ２０２１ 秋田県 秋田市

 8月27日(金)～8月29日(日) 第３９回全日本レディースバドミントン選手権大会 山形県 山形市、天童市

 8月28日(土)～8月29日(日) 第４５回全日本高等専門学校バドミントン選手権大会 岩手県 一関市

 9月3日(金)～9月8日(水) 第６４回全日本社会人バドミントン選手権大会 鳥取県 鳥取市、倉吉市

 9月17日(金)～9月20日(月) 第４０回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 大分県 大分市

 9月27日(月)～10月3日(日) ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン２０２１バドミントン選手権大会 未定

 9月18日(土)～ 9月20日(月) 日本スポーツマスターズ ２０２１バドミントン競技会 岡山県 総社市

 9月25日(土)～ 9月28日(火) 第７６回国民体育大会バドミントン競技会 三重県 伊勢市

10月15日(金)～10月21日(木) 第７２回全日本学生バドミントン選手権大会 奈良県 奈良市、桜井市、田原本町

11月6日(土)～R4年2月13日(日) バドミントン S/J リーグ ２０２１ 全国各地

10月27(水)～10月31日(日) ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会 ２０２１ 大阪府 大阪市

11月19日(金)～11月22日(月) 第３８回全日本シニアバドミントン選手権大会 福岡県 北九州市

12月3日(金)～12月5日(日) 第１６回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦） 香川県 坂出市、丸亀市、高松市

12月10日(金)～12月12日(日) 第２０回日本バドミントンジュニアグランプリ２０２１ 栃木県 宇都宮市

12月24日(金)～12月30日(木) 第７５回全日本総合バドミントン選手権大会 東京都 調布市

12月25日(土)～12月29日(水) 第３０回全国小学生バドミントン選手権大会 福島県 郡山市、須賀川市

R4年2月11日(金)～2月13日(日) 第２２回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会 岡山県 岡山市

R4年3月24日(木)～3月28日(月) 第５０回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会 栃木県 宇都宮市

R4年3月25日(金)～3月27日(日) 第２２回全日本中学生バドミントン選手権大会 徳島県 鳴門市、徳島市、吉野川市


