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第140回春季県新人大会 清水智行 4/2ドルフィンズアリーナ、4/9稲永 大阪インターナショナルチャレンジ2022 4/6～4/10 　開催中止

第77回国民体育大会県予選会（成年の部） 内田公明 5/21いちいＡ、6/4いちいA 2022年日本ランキングサーキット 5/28～6/1 埼玉県　さいたま市

第77回国民体育大会県予選会（少年の部） 清水智行 6/4いちいA ヨネックス秋田マスターズ2022 7/26～7/31 秋田県　秋田市

第74回県総合選手権大会 内田公明 6/5名東、6/19緑、7/2名東、7/9名東 令和4年度東海総合バドミントン選手権大会 8/13・14 三重県　鈴鹿市

日本スポーツマスターズ2022県予選会 内田公明 7/2名東 第77回国民体育大会第43回東海ブロック大会 8/20・21 岐阜県　山県市

令和4年度JOC大会ジュニア新人の部選手選考会 内田公明 7/9名東 第27回世界バドミントン選手権大会 8/22～8/28 東京都　渋谷区

第75回県青年大会バドミントン競技 内田公明 未定 第41回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 9/16～19 福岡県県　北九州市

第10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 内田公明 8/13・14守山 日本スポーツマスターズ2022バドミントン競技会 9/23～25 岩手県　北上市

第141回秋季県新人大会 清水智行 8/27名東、9/3名東、9/10名東 第77回国民体育大会バドミントン競技会 10/7～10 栃木県　大田原市

第65回全日本社会人バドミントン選手権大会 内田公明 9/2～7一宮市総合体育館 ダイハツヨネックスオープンジャパン2022
バドミントン選手権大会8/29～9/4 大阪府　大阪市

Ｓ/Ｊリーグ2022　 内田公明 11/13WA刈谷 BADMINTON S/J LEAGUE　2022 11/6～2/12 全国各地

第1回東海ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ選手権大会 内田公明 12/24・25緑 BADMINTON S/J LEAGUE　Ⅱ　2022 11/17～20 北海道　苫小牧市

第58回県社会人選手権大会兼全日本シニア予選会 内田公明 1/15中村、1/22名東 第39回全日本シニアバドミントン選手権大会 11/18～21 高知県　愛媛県　香川県

第10回市町村連盟小学生交流大会 内田公明 3/4パロマ瑞穂アリーナ 第21回日本バドミントンジュニアグランプリ2022 　開催中止

第77回中部日本バドミントン選手権大会 11/19・20
福井県　福井市
（福井県営体育館）

第76回全日本総合バドミントン選手権大会 12/24～30 東京都　調布市

BADMINTON S/J LEAGUEⅢ　2022 2/24～26 東京都　立川市

第66回東海実業団選手権大会 井上　龍 4/10刈谷市体育館 第72回全日本実業団バドミントン選手権大会 6/15～19 大阪府　大阪市

第115回県実業団選手権大会（前期リーグ） 井上　龍 5/8守山・5/15刈谷市体育館、東・5/22企業体育館

第116回県実業団選手権大会（後期リーグ） 井上　龍 11/27露橋・12/4志段味、企業体育館・12/10天白

第93回県社会人クラブ対抗選手権大会（前期リーグ） 山田　薫
5/7名東、5/14パロマ瑞穂・江南、5/15いちのみや中央・岩倉、5/21守山、5/22大治、5/29守山・大治、
6/4北、6/5志段味・いちのみや中央、6/11名市体、6/12大治、6/19志段味、6/25名東・緑

第15回全国社会人クラブバドミントン選手権大会(個人戦) 6/17～19 富山県　高岡市

第42回県社会人クラブ大会（個人戦） 山田　薫 10/8名東、10/16天白、10/29稲永 第23回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会 2/17～19 京都府　向日市・城陽市

第94回県社会人クラブ対抗選手権大会（後期リーグ） 山田　薫
12/3中・江南、12/4いちのみや中央、12/10北・緑、12/17中村・東、12/25守山・大治、
1/7パロマ瑞穂、1/14守山、1/21守山、1/22いちのみや中央・岩倉、1/28北・名市体

第15回愛知県教職員選手権大会 原　賢一 6/5いちいB、6/（） 第61回全日本教職員選手権大会 8/12～16 愛媛県　松山市

第4回東海地区教職員選手権大会 原　賢一 6/5いちいB

第40回全日本レディース選手権大会（クラブ対抗）県予選会 柿澤和美 4/14露橋 第40回東海レディースバドミントン大会「団体戦」 5/14 静岡県　掛川市

第40回東海レディース大会（団体戦）県予選会 柿澤和美 4/18露橋 第40回全日本レディースバドミントン選手権大会 7/21～24 北海道　札幌市

第40回全日本レディース選手権大会（都道府県対抗）県予選会 柿澤和美 4/28露橋 ヨネックス杯国際親善レディースバドミントン大会2022 10/20～23 大阪府　大阪市

第32回県レディース大会（個人戦） 柿澤和美 5/17・18・19・24・25露橋 第36回東海レディースバドミントン大会「個人戦」 11/12 静岡県　掛川市

第36回東海レディース大会（個人戦）県予選会 柿澤和美 9/13・14露橋 第17回全日本レディースバドミントン競技大会（個人戦） 12/9～11 山梨県　甲府市

第49回県レディース大会（団体戦） 柿澤和美 10/4・5・6・12・13・18・26・27・28パロマ瑞穂

第14回愛知オープンレディース大会 柿澤和美 1/10・11・12・16・17露橋

第135回東海大学選手権大会 中込智也 4/4〜8天白 第71回中部大学第70回中部学生バドミントン選手権大会 6/6〜10 石川県　金沢市

第70回東海学生選手権大会 中込智也 4/9.10.23.24天白、中、志段味 第62回西日本学生バドミントン選手権大会 9/1〜9 島根県　松江市、出雲市

第70回県学生選手権大会 吉田知広 未定 第73回全日本学生バドミントン選手権大会 10/14～20 山梨県　甲府市

第136回東海大学選手権大会 中込智也 9/5〜9天白、名東

第43回東海学生新人大会 中込智也 9/17.23.24.10/1.10志段味、中、天白

第66回県学生新人選手権大会 吉田知広 未定

第41回県大学選手権大会 吉田知広 未定

加藤大地
4/16一宮市総体・KTXアリーナ、17大治町SC、23親水公園総体、
24親水公園総体・いちのみや中央プラザ、30一宮市総体

第60回東海地区国立高等専門学校バドミントン大会

稲垣翔悟 4/16守山、17愛工大名電高、23守山・名東、24瀬戸市民・愛知工業大学、30春日井総体 第69回東海高等学校総合体育大会 6/11・12 愛知県　豊橋市

渡邉武志
4/16緑・メディアス体育館ちた・東、17昭和、23中、24守山、
29中・メディアス体育館おおぶ・志段味、4./30中

第73回全国高等学校バドミントン選手権大会 7/23～28
徳島県　鳴門市・徳島市
・吉野川市

野瀬泰弘

4/16豊川総合・下五井地区体・大清水地区体・東山体育ｾﾝﾀｰ・豊田地域文化広場、4/17岡崎城西高校、
4/23農協体育館・愛知県青年の家体育館・ 愛知産業大学・下五井地区体・大清水地区体・東山体育ｾﾝ
ﾀｰ・猿投ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、4/24農協体育館・愛知県青年の家体育館・下五井地区体・猿投ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、
4/29下五井地区体・大清水地区体・東山体育ｾﾝﾀｰ・豊田地域文化広場、4/30岡崎中総・下五井地区体

第24回全国高等学校定時制通信制バドミントン大会 8/16～19 神奈川県　小田原市

第73回全国高等学校総合県予選会兼第69回東海高等学校総合
県予選会兼第76回県高等学校総合体育大会

日詰彰則 5/21北・岡崎中総、22緑、岡崎中総、28枇杷島、メディアス体育館おおぶ 第46回全日本高等専門学校バドミントン選手権大会 9/3・4 香川県　丸亀市

令和４年度JOC大会愛知県選手選考会 日詰彰則 8月　※開催期日・場所　未定 令和4年東海高等学校定通制バドミントン大会

加藤大地 9/17KTXアリーナ、18一宮市総体・尾西SC、19大治町SC・尾西SC、23いちのみや中央プラザ、24尾西SC 第34回東海オープン大会 1/21・22 静岡県　未定

稲垣翔悟 9/17守山、23守山、24名東　※一部会場未定 第51回全国高等学校選抜大会東海地区大会 12/26～28 三重県　伊勢市

渡邉武志 9/18緑、19天白、20武豊町総体、23武豊町総体・緑、25瑞穂、26瑞穂　※一部会場未定 第51回全国高等学校選抜バドミントン大会 3/24～28 岩手県　花巻市

野瀬泰弘
9／10豊橋総合、9／11下五井地区体・大清水地区体・東山体育ｾﾝﾀｰ・西部体育館、9/17刈谷市体、
9/18豊橋総合・東山体育ｾﾝﾀｰ、9/19岡崎中総・刈谷市体・ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷、9/23岡崎中総・豊川総合

令和4年度県高等学校新人大会 日詰彰則 10/22名東・メディアス体育館おおぶ、23志段味・愛知工業大学、30昭和・一宮中央プラザ

第47回県中学生大会 杉　幸憲 5/4・5メディアス体育館おおぶ 第43回東海中学校総合体育大会 8/8・9 メディアス体育館おおぶ

第76回県中学総合体育大会兼第53回県中学校大会 杉　幸憲 7/30・31メディアス体育館おおぶ 第52回全国中学校バドミントン大会 8/19～22 青森県　弘前市

第46回県中学生新人大会 杉　幸憲 未定 第23回全日本中学生バドミントン選手権大会 3/24～26 長野県　長野市

第25回県中学校大会（団体戦） 杉　幸憲 1/14メディアス体育館おおぶ

第22回県中学生チャレンジ大会 立松 幹浩 5/14露橋

第23回県中学生チャレンジ大会 立松 幹浩 9/10露橋

第24回県中学生チャレンジ大会 立松 幹浩 12/10東

第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会県予選 永井与志夫 4/30メディアス体育館おおぶ 第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 7/29～8/1 京都府　長岡京市

第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会県予選 永井与志夫 5/14常滑市体育館 第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会 8/12～14 熊本県　八代市

第40回県小学生バドミントン大会個人戦単の部 永井与志夫 6/11常滑市体育館 第34回東海小学生バドミントン大会個人戦 10/9 静岡県　掛川さんりーな体育館

第40回県小学生バドミントン大会個人戦複の部 永井与志夫 7/18メディアス体育館おおぶ 第31回全国小学生バドミントン選手権大会 12/23～27 石川県　金沢市

第9回愛知県小学生バドミントンチャレンジ大会 永井与志夫 11/3メディアス体育館おおぶ 第26回 東海小学生バドミントン大会団体戦 2/19 岐阜県　メモリアルセンター

第28回県小学生バドミントン大会団体戦 永井与志夫 11/19常滑市体育館

第26回県小学生バドミントン大会新人戦 永井与志夫 2/18常滑市体育館
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