
大会名 都道府県 大会会場

2017/11/2 ～ 2017/12/11 2017ＹＯＮＥＸバドミントンレディースカップ神奈川大会 神奈川 大和スポーツセンター

2017/11/4 ～ 2017/11/5 BADMINTON S/J LEAGUE 2017　熊本大会 熊本 熊本県立総合体育館  

2017/11/4 ～ 2017/11/5 関東小学生オープンバドミントン大会 栃木 宇都宮市清原体育館

2017/11/5 ～ 2017/11/5 名古屋市・天白区バドミントン講習会 愛知 天白区生涯学習センター

2017/11/9 ～ 2017/11/10 第18回関東ブロック小学生バドミントン強化合宿 群馬 伊勢崎市民体育館

2017/11/17 ～ 2017/11/19 近畿高校バドミントン大会 兵庫 姫路スポーツ会館、ウィンク体育館

2017/11/17 ～ 2017/11/20 全日本シニアバドミントン選手権大会 石川 いしかわ総合スポーツセンター

2017/11/24 ～ 2017/11/26 日本ジュニアグランプリ2017 栃木 宇都宮市清原体育館

2017/11/25 ～ 2017/11/26 近畿小学生オープンバドミントン大会 和歌山 ビッグホエール

2017/11/28 ～ 2017/12/3 平成29年度 第71回 全日本総合バドミントン選手権大会 東京 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

2017/12/2 ～ 2017/12/3 第2回ていがくねん茨城オープン大会 茨城 筑西市下館総合体育館

2017/12/8 ～ 2017/12/10 全国レディースバドミントン大会 宮城 宮城野体育館

2017/12/9 ～ 2017/12/9 池田町・西濃ジュニア講習会 岐阜 池田町体育館

2017/12/10 ～ 2017/12/10 池田町・バドミントンクリスマス大会 岐阜 池田町体育館

2017/12/10 ～ 2017/12/10 近畿社会人クラブバドミントン大会 滋賀 皇子山体育館

2017/12/16 ～ 2017/12/16 鈴鹿市・山田研究所バドミントン講習会 三重 鈴鹿市西部体育館

2017/12/22 ～ 2017/12/26 第26回全国小学生バドミントン選手権大会 広島 広島県立総合体育館スポーツセンター

2017/12/23 ～ 2017/12/24 BADMINTON S/J LEAGUE 2017　富山大会 富山 高岡市民体育館  

2017/12/23 ～ BADMINTON S/J LEAGUE 2017　北海道大会 北海道 江別市民体育館  

2017/12/23 ～ BADMINTON S/J LEAGUE 2017　福島大会 福島 福島市国体記念体育館  

2017/12/23 ～ 2017/12/24 九州高校選抜大会 長崎 大村市体育文化センター

2017/12/24 ～ 2017/12/26 近畿高校選抜バドミントン大会 京都 西山公園体育館

2017/12/26 ～ 2017/12/28 東北中学バドミントン大会 青森 弘前武道館

2017/12/26 ～ 2017/12/28 豊橋市・東海オープン大会 愛知 豊橋総合体育館

2017/11/3 ～ 2017/11/5 東北中学生新人テニス選手権大会 福島 郡山庭球場

2017/11/4 ～ 2017/11/12 ＮＯＡＨチャレンジャーテニス大会 兵庫 ビーンズドーム

2017/11/5 ～ 2017/11/5 伊達公子引退記念ヨネックステニスフェスティバル 岐阜 岐阜メモリアルセンター

2017/11/9 ～ 2017/11/11 ソニー生命カップ　第39回全国レディーステニス大会　全国決勝大会 東京 昭和の森テニスセンター

2017/11/10 ～ 2017/11/12 全国高校選抜東海予選大会 静岡 花川運動公園テニスコート

2017/11/12 ～ 2017/11/12 エストテニスクラブ西岡良仁プロ　テニスクリニック 山梨 エストテニスクラブ甲府店

2017/11/14 ～ 2017/11/14 第17回辻井スポーツ・もみじ杯 三重 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

2017/11/16 ～ 2017/11/16 オールサムズ船橋　ＥＺＯＮＥレディースカップ 千葉 オールサムズ船橋

2017/11/17 ～ 2017/11/19 近畿高校テニス大会 奈良 明日香コート

2017/11/18 ～ 2017/11/19 全国選抜高校九州地区大会 佐賀 佐賀県総合運動公園テニスコート

2017/11/19 ～ 2017/1119 ウンノストロベリー　ＧＥＴ　ＴＨＥ　Ｎｏ.1 静岡 ウンノスロベリー

2017/11/23 ～ 2017/11/23 武蔵野ローンテニスクラブ1DAYイベント 東京 武蔵野ローンテニスクラブ

2017/11/23 ～ 2017/11/23 木更津アウルテニスクラブ試打会 千葉 アウルテニスクラブ

2017/11/26 ～ 2017/12/5 インカレインドアテニス大会 大阪 江坂テニスセンター

2017/11/30 ～ 2017/12/3 平成29年度全日本学生室内テニス選手権大会 大阪 江坂テニスセンター

2017/12/7 ～ 2017/12/10 第32回テニス日本リーグ1stステージ 神奈川 横浜国際プール

2017/12/7 ～ 2017/12/10 第32回テニス日本リーグ1stステージ 兵庫 ブルボンビーンズドーム

2017/12/14 ～ 2017/12/17 第38回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 兵庫 ブルボンビーンズドーム

2017/12/20 ～ 2017/12/25 南市川テニスガーデンクリスマスカップ 千葉 南市川テニスガーデン

2017/11/3 ～ 2017/11/3 三重グリーン　ソフトテニスイベント 三重 員弁テニスアカデミー

2017/11/4 ～ 2017/11/5 九州レディースソフトテニス大会 佐賀 佐賀県総合運動公園テニスコート

2017/11/11 ～ 2017/11/12 ソフトテニスアカデミー姫路 兵庫 ウィングアリーナ

2017/12/9 ～ 2017/12/10 ヨネックスカップ北信越大会 新潟 リージョンプラザ上越

2017/12/10 ～ 2017/12/11 九州高校新人兼全日本選抜大会予選大会 熊本 パークドーム熊本

2017/12/15 ～ 2017/12/17 第35回日本リーグ 愛知 スカイホール豊田

2017/12/16 ～ 2017/12/17 九州小学生選手権大会 沖縄 沖縄県総合運動公園テニスコート

2017/12/16 ～ 2017/12/17 クリスマスカップ東北北海道中学校選抜ソフトテニス大会 秋田 樹海ドーム

2017/12/23 ～ 2017/12/24 東海中学校　ヨネックス杯 愛知 ディアドラアリーナ

2017/12/25 ～ 2017/12/27 熊野フェスティバル 三重 山崎運動公園

2017/12/27 ～ 2017/12/28 近畿中学生ソフトテニス大会 滋賀 長浜ドーム
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