
No 日　程
申込締切
振込締切

会　　　　場 種　　目 主　催 参加　資格 参 加 費
組合せ会議

18：30～
当番クラブ

1 4/20(土） 第60回総会 -
墨田区総合体育館

ＢＣ会議室
- 連盟

10:00～
11:00

-

※2 5/19（日）
男子ダブルス

女子シングルス
二葉小

レインボー

※3 5/26（日）
男子シングルス
女子ダブルス

グリーン＆緑
ｇｌｏｗｉｎｇ

１８時半～ １９時頃～ ２０時頃～

７日(日) 申込締切（登録名簿・区民体育大会）

１８日(木) 振込締切（登録費＆墨田区民体育大会）

２０日(土) 第６０回総会 ＆ 組合せ会議

１９日(日) 墨田区民体育大会（ＭＤ／ＷＳ）

２６日(日) 墨田区民体育大会（ＭＳ／ＷD）

２７日(月) 申込締切（シニア大会）

４日(火) 振込締切（シニア大会）

６日(木) 組合せ会議 代表者会議 役員会

１７日(月) 申込締切（団体戦）

２５日(火) 振込締切（団体戦）

２７日(木) 組合せ会議 代表者会議 役員会

３０日(日) シニア大会

７月 １５日(月) 墨田区団体戦 

７日(水) 申込・振込締切（レディース大会）

１０日(土) 申込締切（区民体育祭総合開会式）

１２日(月) 申込締切（区民体育祭）

８月 ２０日(火) 振込締切（区民体育祭）

２２日(木) 組合せ会議 代表者会議 役員会

２５日(日) レディース大会

１日(日) 区民大会・体育祭総合開会式

８日(日) 墨田区民体育大会（ＭＳ／ＷＤ）

１６日(月) 墨田区民体育大会（ＭＤ/ＷＳ）

４日(月) 申込締切（会長杯申込）

１５日(金) 振込締切（会長杯振込）

１８日(月) 組合せ会議 代表者会議 役員会

８日(日) 墨田区会長杯オープン大会

９日(月) 申込締切（ミックス大会）

１９日(木) 組合せ会議 代表者会議 役員会

１３日(月) 墨田区ミックス大会

１５日(水) 申込締切（選手選考会）

９日(日) 都民大会・墨東五区大会選手選考会

２０日(木) 役員会

３月 １２日(木)

＝連盟に未登録の方も出場できる大会です（詳細は大会要項をご覧ください）　・連盟登録者は、所属クラブより申込ください

準備総会9/7（土） 全国青年大会・東京都予選 新宿区立新宿スポーツセンター 区代表選手 都ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

２月

都ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

東京都バドミントン協会主催・主管事業大会日程
※詳細は大会要項を参照ください。

(申込みは渉外部へ）

sumida.bad.shogai@gmail.com
試合日（墨田締切日）  大会名

4/27 (3/18) 全日本社会人都予選会（MD,WD）
5/3・5/6(3/27) 全日本シニア大会都予選会（MD・WD）30-70才以上

5/25(4/17)国民体育大会都予選会（MS・WS）
6/8(4/24)全日本社会人大会都予選会 （MS・WS・XD）
6/22 (5/15)国民体育大会東京都予選会（MD・WD）

6/22(5/15) 全日本シニア大会都予選会（XD）50-70才以上
7/6（5/29）全日本シニア大会予選会（MS・WS・XD）30-70才以上

9/16（8/7）東京都シングルス大会男子一般・30-40才以上
10/26 (9/18) 東京都シングルス大会（MS）45-70才以上男子

11/2 (9/18) 東京都シングルス大会（WS）女子一般・30-70以上
1/12 （12/4) 東京都ダブルス大会（MD・WD）一般・30-40才以上

1/19 (12/4) 東京都ダブルス大会（MD・WD） 45-70才以上
2/8(12/25) 東京都混合ダブルス大会　一般・30-70才以上

五区体育協会

9/7（土） 都民生涯スポーツ大会 新宿区立新宿スポーツセンター 区代表選手

12/14（土） 東京都支部対抗戦（１部～３部）
武蔵野の森総合スポーツプラザ 区代表選手

12/15（日） 東京都支部対抗戦（４部～６部）
都ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

6/9（日） 第60回墨東五区大会 葛飾区奥戸総合スポーツセンター 区代表選手

6/2（日） 東京都民大会女子 稲城市総合体育館 女子区代表選手 都体育協会

都体育協会

後援・連盟

5/12（日） 東京都民大会男子 稲城市総合体育館 男子区代表選手

-

13 2/9(日)
都民大会・墨東五区大会
　　　　　　　　　  選手選考会

申込締切
1/15（水）

墨田区総合体育館
サブアリーナ(6面)

- 各団体・指導部推薦者

12/19（木）
Ａ会議室

東京東信用金庫
ＫＢＣ墨田

12 3/12（木) 準備総会 -

おーばーねっと
ドリームエイト

６月
※11 1/13(月)

第31回墨田区
　　　　　　　　ミックス大会

申12/9（月）
振12/17（火）

墨田区総合体育館
サブアリーナ(6面)

MIXダブルス 後援・連盟 連盟登録者　1人1,000円

５月

10 12/8(日)
第60回墨田区会長杯
　　　　　　　　オープン大会

申11/4（月）
振11/15（金）

墨田区総合体育館
メインアリーナ(12面)

男女ダブルス 共催・連盟
オープン・連盟登録者

参加費は開催案内と併せて案内
11/18（月）
Ａ会議室

在住･在勤（フリー）　1人1,500円
8/22(木)
Ａ会議室

ACC
シャトル８１

会議の開始時間

４月

※9 9/16(月)
男子ダブルス

女子シングルス
連盟登録者　1人1,000円 プーナ

ベルーガ

年 間 予 定 一 覧

※8 9/8(日)

第72回墨田区民体育祭大会

申込締切
8/12(月）
振込締切
8/20(火)

墨田区総合体育館
メインアリーナ(12面)

男子シングルス
女子ダブルス

墨 田 区

-

 役員会予定 (20時頃～）　6/6(木)、6/27(木)、
  8/22(木)、11/18(月)、12/19(木)

7 9/1(日)
第72回区民大会・
　　　体育祭総合開会式

申8/10（土） 墨田区総合体育館 - 墨 田 区

6 8/25(日) 第28回レディース大会
申8/7(水）
振8/7（水）

墨田区総合体育館
サブアリーナ(6面)

女子ダブルス

ダブルス 共催・連盟 連盟登録団体　1チーム3,000円
6/27（木）
Ａ会議室

オータム
すみだステップ

墨田スワン

 ・団体戦とレディース大会はシャトル持参

 クラブ代表者会議予定（組合せ会議後19時頃～）
  6/6(木)、6/27(木)、8/22(木)、11/18(月)、12/19（木）

後援・連盟
オープン

連盟登録者
一人　1,300円
一人　  800円

在住・在勤（フリー）　１人1,500円 6/6（木）
Ａ会議室

羽翔クラブ
コマチ

 ・レディース大会は、申込先と振込先が
　 違います連盟登録者　1人1,000円

※5 7/15(月) 第49回墨田区団体戦
申6/17(月)
振6/25(火)

墨田区総合体育館
メインアリーナ(12面)

在住･在勤（フリー）　1人1,500円 4/20(土)
ＢＣ会議室
11：00頃～連盟登録者　１人1,000円　

※4 6/30（日） 第8回シニア大会
申5/27（月)
振6/4(火)

墨田区総合体育館
サブアリーナ(6面)

男女ダブルス 連盟

　　　　　平成３１年度墨田区バドミントン連盟行事予定
平成３１年4月1日～平成32年3月31日　

備考

※申し込みはメールのみとなります

sumida.bado@gmail.com
【振込先】ゆうちょ銀行

記号１０１５０　番号２１６９４８５１
金融機関コード ９９００　店番 ０１８　〇一八店

普通口座 ２１６９４８５
口座名　墨田区バドミントン連盟

振込期日は組合せ会議の２日前(土日除く)まで

第72回墨田区民体育大会

申込締切
4/7（土）
振込締切
4/18（木)

墨田区総合体育館
メインアリーナ(12面)

墨田区

９月

１７日(火) 振込締切（ミックス大会）

１月

１１月

１２月


