
様式２１－１
平成24年度　事業計画平成24年度　事業計画平成24年度　事業計画平成24年度　事業計画

月 県 ﾚﾃﾞ 高 中 小 実 日 行　事　名 場　所 日 行　事　名 場　所 日 行事名 場所

県 1日 理事会、　　総会 石岡運動公園体育館 4～8日 大阪インターナショナル 大阪府守口市

1日 全日本実業団茨城県予選会 日立化成体育館

ﾚﾃﾞ 18日 第30回全日本、第2回関東予選会 東町スポーツセンター

県 22日 茨城県春季大会兼全日本社会人予選 東町スポーツセンター

県 29日 茨城県春季大会兼全日本社会人予選 東町スポーツセンター

中 30日 春季大会 石岡運動公園体育館

高 2日 関東高校県予選 石岡運動公園体育館 22日 春季関東レディースクラブ対抗 神奈川県大和市 12～16日 ランキングサーキット 埼玉県さいたま市

高 3日 関東高校県予選 石岡運動公園体育館

小 4,5日 強化練習会 石岡運動公園体育館

ﾚﾃﾞ 15日 合同強化交流会 東町スポーツセンター

小 27日 若葉県予選・県団体 東町スポーツセンター

ﾚﾃﾞ 7日 合同強化交流会 東町スポーツセンター 1～3日 平成24年度関東高校 千葉県千葉市 13～17日 全日本実業団 石川県金沢市

高 8日 インターハイ予選ダブルス ひたちなか市総合運動公園

高 9日 インターハイ予選シングルス 洞峰公園・下館体育館

小 9日 全国小学生ABCバドミントン大会県予選会 石岡運動公園体育館

高 12日 インターハイ予選学校対抗 東町・ひたちなか

高 13日 インターハイ予選学校対抗 東町スポーツセンター

県 24日 公認審判員３級検定会(1回目) 八郷運動公園体育館

県 1日
茨城県県民総合体育大会兼国体、全日本・関
東シニア予選

東町スポーツセンター 27～30日 若葉カップ 京都府長岡京市

県 8日
茨城県県民総合体育大会兼国体、全日本・関
東シニア予選

東町スポーツセンター 31～8/3 全日本レディース(団体戦) 北海道札幌市

小 8日 強化練習会 石岡運動公園体育館

ﾚﾃﾞ 11日 合同強化交流会 東町スポーツセンター

小 21日 普及事業 石岡運動公園体育館

中 24,25日 県民総合体育大会 石岡運動公園体育館

中 未定 全日本ジュニア茨城県予選(中3予選) 石岡運動公園体育館

県 中 小 2日 全日本ジュニア茨城県予選(ジュニア新人の部) 石岡運動公園体育館 7～9日 第43回関東中学 栃木県小山市 1～6日 全国高校総体 福井県福井市

高 7日 強化練習会 西部運動公園(常陸大宮) 17～19日 国体関東ブロック 東京都稲城市 9～13日 全日本教職員 長野県長野市

高 8日 強化練習会 西部運動公園(常陸大宮) 8/31,9/1 第50回関東総合 神奈川県大和市 10～12日 小学生ABC 熊本県八代市

県 高 中 11日 全日本ジュニア茨城県予選(ジュニアの部) 石岡運動公園体育館 15～18日 全国高校定時制通信制 神奈川県小田原市

小 12日 強化練習会 石岡運動公園体育館 20～23日 全国中学校 千葉県船橋市

小 18,19日 第18回全国小学生選手権大会県予選会 石下・石下西 25,26日 全国高専 鳥取県米子市

小 25日 強化練習会 霞ヶ浦文化体育会館

ﾚﾃﾞ 6日 第27回茨城県レディース総合選手権大会 東町スポーツセンター 7～12日 全日本社会人 北海道旭川市

県 9日 定期理事会 未定 14～17日 全日本ジュニア 宮崎県宮崎市

中 15,16日 北関東交流試合茨城県予選 石岡運動公園体育館 18～23日 ヨネックスオープンジャパン 東京都

高 21日 秋季大会(ダブルス) 石岡運動公園体育館

高 22日 秋季大会(シングルス) 石岡運動公園体育館

県 15,17日 茨城県リーグ戦 東町スポーツセンター

ﾚﾃﾞ 28日 第7回　関東大会予選会 東町スポーツセンター

中 小 小中合同練習会 未定
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月 県 ﾚﾃﾞ 高 中 小 実 日 行　事　名 場　所 日 行　事　名 場　所 日 行事名 場所

茨　　城　　県 関　　東 全　　国

ﾚﾃﾞ 10日 第19回トリプルス大会 東町スポーツセンター 20,21日 第7回関東小学生兼全国関東地区予選 栃木県宇都宮市 13日～12/28 日本リーグ2011 東京都、他

小 27日 強化練習会 東町スポーツセンター 5～8日 国民体育大会 岐阜県池田市

中 31日 新人戦　団体戦 石岡運動公園体育館 19～25日 全日本学生 兵庫県神戸市

20～22日 マスターズ 高知県南国市

24～27日 国際レディース 大阪府大阪市

10/25～11/3 世界ジュニア 千葉県千葉市

ANAアジアユース

中 1日 新人戦　個人戦 石岡運動公園体育館 未定 第13回関東小学生ｵｰﾌﾟﾝ大会 東京都 16～19日 全日本シニア 埼玉県さいたま市、他

高 10日 新人戦　ダブルス 西部運動公園(常陸大宮) 29日 第7回関東レデース（クラブ対抗） 神奈川県大和市 23～25日 ジュニアグランプリ 宮城県仙台市

高 11日 新人戦　シングルス 東町スポーツセンター スポーツレクレーション

高 13日 新人戦　学校対抗 石岡・東町 日韓小学生交流競技会

高 14日 新人戦　学校対抗 石岡運動公園体育館

ﾚﾃﾞ 14日 第29回会長杯争奪 東町スポーツセンター

小 17日 強化練習会 常総広域運動公園体育館

小 23日 強化練習会 石岡運動公園体育館

ﾚﾃﾞ 11日 第24回茨城県レディース団体戦 東町スポーツセンター 1、2日 関東ブロック小学生強化合宿 埼玉県NTC 3～9日 全日本総合 東京都代々木体育館

県 15,16日 茨城県総合選手権大会 東町スポーツセンター 22～24日 第41回関東高校選抜 土浦市 22～24日 全日本レディース(個人戦) 徳島県徳島市

中 15日 県強化練習会 霞ヶ浦文化体育会館 26～28日 第16回関東中学生ｵｰﾌﾟﾝ大会 栃木県小山市 23～27日 全国小学生 静岡県袋井市

県 23日 日本リーグ ひたちなか市総合運動公園 日韓高校生交流競技会 栃木県宇都宮市

中 27,28日 県リーグ戦 霞ヶ浦文化体育会館

中 12日 県一年生大会 石岡運動公園体育館

小 19日 普及事業 低学年 石岡運動公園体育館

県 23日 シニア交流会 未定

県 27日 公認審判員検定会(2回目) 未定

小 9日 茨城県低学年小学生大会 石岡運動公園体育館 1～3日 第28回関東シニア 群馬県前橋市

ﾚﾃﾞ 22日 第22回ひばりの会 取手市スポーツセンター

小 3日 普及事業　全県　練習会 石岡運動公園体育館 23～25日 全日本中学生 香川県高松市

小 9,16日 茨城県小学生大会 霞ヶ浦文化体育会館 25～28日 全国高校選抜 福岡県北九州市

県 未定
公認スポーツ指導員資格更新のための義務
研修会

後期実施予定
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