
期　間　　2020年4月～2021年3月 ＊印は実績参考大会（優勝者は昇部） R2.2.27

大　会　名　称 会　場 種　　　　目 参加資格 参加料 申込締切 変更締切 組合せ会議 その他 担当クラブ

1 * 前期ダブルス大会 2020年 4月19日 (日) ｽﾎﾟｰﾂ会館 男女一般・１部～4部 協会登録者
700円/1名
ｼｬﾄﾙ持参

3月20日 3月25日 4月1日 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦 すかい・RBT

2 シニアダブルス大会 5月16日 (土) 亀戸SC 男女ダブルス 40歳以上協会登録者 1000円/1名 4月16日 4月22日 4月29日
レベル合わせ後
リーグ戦

一心会

3 * レディース大会 5月24日 (日) 深川北SC 女一般・1部～4部 協会登録者
700円/1名
ｼｬﾄﾙ持参

4月24日 4月29日 5月6日 ｻﾝﾁｭｳ

4 主管 区民体育大会 6月7日 (日) 深川SC
男女  1部・2部
初級　壮年の部

在住／在勤 300円/1名 5月8日 5月13日 5月20日
在住在勤者のみ
申込書区指定のもの

CAT

5 東砂ＳＣ杯 6月21日 (日) 東砂SC 未定 未定 別途通知 別途通知 東砂SC指導員

6 * ミックス大会 7月24日 祝 (金) 深川SC 混合 1～4部・一般 協会登録者
700円/1名
ｼｬﾄﾙ持参

6月24日 7月1日 7月8日 ELEVEN

7 主管 深川ＳＣ杯 8月2日 (日) 深川SC 未定 在住/在勤・SC教室参加者 別途通知 別途通知 深川ＳＣ担当ｸﾗﾌﾞ

8 * オープンシングルス大会 8月15日 (土) 深川SC
男女シングルス　一般・
1・2・3・4部　45・55歳

1～4部のみ協会登録者
(一般・年齢のみｵｰﾌﾟﾝ)

他区は
1800円/1名

7月16日 7月22日 7月29日
協会登録者
1000円ｼｬﾄﾙ不要

WKB・ﾘﾝｷｰｽﾞ

8月30日 (日) 東砂SC 男1部・女 4部 KWC・櫻会

9月13日 (日) ｽﾎﾟｰﾂ会館 男5・6部・女5・6部 ニック

9月20日 (日) 深川北SC 男 2・3部・女 3部 MJクラブ

9月27日 (日) 亀戸SC 男 4部・女 1・2部 ポップコ～ン

10 主管 小学校ＰＴＡ 9月6日 (日) ｽﾎﾟｰﾂ会館 男女ダブルス 区内小学校のＰＴＡ 別途通知 別途通知 ｸﾗｽ別リーグ戦 深川小・浅竪BC

11 主管 中学校ＰＴＡ大会 10月11日 (日) 深川北SC 男女ダブルス 区内中学校のＰＴＡ 別途通知 別途通知 ｸﾗｽ別リーグ戦
TVBC

12 体育の日大会 10月31日 (土) ｽﾎﾟｰﾂ会館 未定 在住／在勤 別途通知 別途通知 KTJ

11月3日 祝 (火) 深川北SC 男女一般・１・2部 シャトラーズ深川

11月8日 (日) 東砂SC 男女3・4部 ｽﾏｲﾙｼｮｯﾄ・HQｸﾗﾌﾞ

14 シニアミックス大会 11月21日 祝 (土) 東砂SC 混合ダブルス 40歳以上協会登録者 1000円/1名 10月22日 10月28日 11月4日
レベル合わせ後
リーグ戦

四大

15 受講生大会 11月23日 祝 (月) 深川北SC 男女ダブルス 教室受講生 1000円/1名 別途通知 各SC指導員

16 主管 有明ＳＣ杯 12月27日 (日) 有明SC 未定 在住/在勤・SC教室参加者 別途通知 別途通知 有明ＳＣ担当ｸﾗﾌﾞ

17 * オ－プンダブルス大会 2021年 1月17日 (日) 有明SC
男女ダブルス　一般・
1・2・3・4部　45・55歳

1～4部のみ協会登録者
(一般・年齢のみｵｰﾌﾟﾝ)

他区は
1800円/1名

12月18日 12月30日
協会登録者
1000円ｼｬﾄﾙ不要

ﾋﾞ-ﾌﾚﾝｽﾞ・ヤマタネ

18 主管 深川北ＳＣ杯 2月14日 (日) 深川北SC 混合ダブルス 在住/在勤 別途通知 別途通知 クラス別リーグ戦 NECｿﾌト

19 小学生大会 2月28日 (日) 深川北SC 男女ｼﾝｸﾞﾙｽ3～6年 小学生 1000円/1名 別途通知 指導育成部協力 かもめ

3月14日 (日) 東砂SC 男2・3部・女3部 しののめ・NTTﾃﾞｰﾀ

3月21日 (日) ｽﾎﾟｰﾂ会館 男1・4部・女1・2・4部 KBC

3月28日 (日) 有明SC 男5・6部・女5・6部 ｳｲﾆﾝｸﾞ

★組合せ会議場は森下文化センターです。   　　　午後7時～

　　但し、区民大会組合せ会議場は　スポーツ会館

阿部香織

10月14日

なし8月16日協会クラブ登録者

協会登録者
700円/1名
ｼｬﾄﾙ持参

7月31日

2020年度江東区バドミントン協会大会要項 (案)

20 後期 クラブ対抗戦 協会クラブ登録者
4000円/1ﾁｰﾑ

ｼｬﾄﾙ持参
なし2月28日

9

★6月14日(日）　墨東五区大会（会場）　足立区当番区

★申込は、メール配信または郵送にて締切日必着

№ 期　　　　日

後期ダブルス大会*13

前期クラブ対抗戦

★江東区バドミントン協会事務局　135-0041　　江東区冬木22-26　阿部ビル302号　

2月12日
男子：３Ｄ
女子：３Ｄ

男子：３Ｄ　女子：３Ｄ

10月4日 10月21日 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦

4000円/1ﾁｰﾑ
ｼｬﾄﾙ持参


