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備考 連盟[確定] 連盟[調整可能] 関東ＢＣ 地方大会(前年開催実績)

19/01/06 (日) 新年リジョナル(渋谷)

19/01/12 (土) 朝日新聞社杯①(四谷ALL,馬場,渋谷,五反田)

19/01/13 (日) 朝日新聞社杯②(四谷ALL,馬場,渋谷,五反田)

19/01/14 (月･祝) 朝日新聞社杯③(四谷ALL,馬場,渋谷,五反田)

19/01/19 (土) 後期日本リーグ③(四谷B1) 後期クラブリーグ③

19/01/20 (日) 後期日本リーグ④(四谷B1)

19/01/26 (土) APBFトライアル⑦(四谷B1)

19/01/27 (日) APBFトライアル⑧(四谷B1) 伊賀杯(大阪)

19/01/29 (火) 冬季ＷＴ(センター共催)

19/02/02 (土) 後期クラブリーグ④

19/02/09 (土) 渋谷カップ①

19/02/10 (日) 渋谷カップ②

19/02/16 (土) 木村六郎杯①（大阪）

19/02/17 (日) 木村六郎杯②（大阪）

19/02/19 (火) 横浜カップ

19/02/20 (水) 横浜カップ

19/02/21 (木) 横浜カップ

19/02/22 (金) 横浜IMPペア

19/02/23 (土) 横浜スイスチーム

19/02/24 (日) 横浜オープンペア

19/03/02 (土) 九州リジョナル

19/03/03 (日) 西日本新聞社杯

19/03/09 (土) 春季リジョナル①(渋谷)

19/03/10 (日) 春季リジョナル②(渋谷)

19/03/16 (土) 茨城Ｒ

19/03/17 (日) 茨城県知事杯

19/03/23 (土) NABC 3/21-31 渡辺杯①(四谷)

19/03/24 (日) メンフィス 渡辺杯①(四谷)

19/03/26 (火) 世界同時大会①

19/03/28 (木) 世界同時大会②

19/03/29 (金) ５週目セクショナル

19/03/30 (土) 瀬戸大橋リジョナル

19/03/31 (日) 香川県知事杯

19/04/06 (土) 柳谷杯①(四谷･五反田3F･馬場)

19/04/07 (日) 柳谷杯①(四谷･五反田3F･馬場)

19/04/13 (土) 前期日本リーグ①(四谷B1) 前期クラブリーグ①

19/04/14 (日) 前期日本リーグ②(四谷B1)

19/04/20 (土) 玉川髙島屋Ｓ･Ｃ杯①(四谷B1･髙島屋)

主要競技会日程予定(2019年1月～2020年4月)
日程調整可能な試合は前年度の日程を基に予定を入れています。地方大会で日程の確定した試合を優先して調整します。

開催日



備考 連盟[確定] 連盟[調整可能] 関東ＢＣ 地方大会(前年開催実績)開催日

19/04/21 (日) 玉川髙島屋Ｓ･Ｃ杯②(四谷B1･髙島屋)

19/04/23 (火) 世界同時大会③

19/04/25 (木) 世界同時大会④

19/04/27 (土) 前期クラブリーグ②

19/04/29 (月･祝) サントリー杯(四谷)

19/05/04 (土･祝) 横浜ＩＮＶ

19/05/05 (日･祝) 横浜ＩＮＶ

19/05/06 (月･休) 世界同時大会⑤ 横浜ＩＮＶ

19/05/08 (水) 世界同時大会⑥

19/05/11 (土) 文部科学大臣杯関東予選①(四谷) 文部関西予選

19/05/12 (日) 文部科学大臣杯関東予選②(四谷2F) 文部関西予選

19/05/18 (土) 文部科学大臣杯関東予選③(四谷B1) 仙台春Ｒ

19/05/19 (日) 文部科学大臣杯関東予選④(四谷B1) 青葉祭Ｒ

19/05/25 (土) 会員総会 井上杯予選(四谷2F)

19/05/26 (日) 井上杯決勝･井上歌子杯(四谷2F)

19/05/29 (水) ５週目セクショナル

19/06/01 (土) 富山Ｒ

19/06/02 (日) 富山Ｒ

19/06/07 (金) 世界同時大会⑦

19/06/08 (土) 世界同時大会⑧ 前期クラブリーグ③

19/06/15 (土) 6/11-20 山口知也杯

19/06/16 (日) APBF, シンガポール 山口知也杯

19/06/22 (土) 北海道リジョナル[確定]

19/06/23 (日) 北海道リジョナル[確定]

19/06/29 (土) 藤山杯①(四谷)

19/06/30 (日) 藤山杯②(四谷)

19/07/06 (土) テレビ西日本杯[確定]

19/07/07 (日) 福岡市長杯[確定]

19/07/13 (土) 前期日本リーグ③(四谷B1) 前期クラブリーグ④

19/07/14 (日) 前期日本リーグ④(四谷B1)

19/07/20 (土) 7/18-28 モンタルト杯①(高田馬場)

19/07/21 (日) NABC モンタルト杯①(高田馬場)

19/07/27 (土) ラスベガス 文部科学大臣杯決勝(浜松)

19/07/28 (日) 文部科学大臣杯決勝(浜松)

19/07/30 (火) ５週目Ｓ(都内ＷＴ)

19/08/03 (土) 横浜市長杯Ｂ

19/08/04 (日) 横浜市長杯Ａ

19/08/10 (土) 岩佐杯

19/08/11 (日･祝) 佐分利杯

19/08/12 (月･休) ユース支援同時大会①

19/08/14 (水) ユース支援同時大会②



備考 連盟[確定] 連盟[調整可能] 関東ＢＣ 地方大会(前年開催実績)開催日

19/08/24 (土) 外務大臣杯予選(四谷2F)

19/08/25 (日) 外務大臣杯決勝(四谷2F)

19/08/29 (木) ５週目セクショナル

19/08/31 (土) 大阪大学橋本杯

19/09/01 (日) 大阪府知事杯

19/09/07 (土) 名古屋Ｒ

19/09/08 (日) 名古屋Ｒ

19/09/14 (土) 高松宮記念杯①(四谷,五反田)

19/09/15 (日) 高松宮記念杯②(四谷)

19/09/16 (月･祝) 高松宮記念杯③(四谷2F)

19/09/21 (土) 高松宮記念杯④(四谷B1)

19/09/28 (土) 萩原杯①(四谷、五反田)※

19/09/29 (日) 萩原杯①(四谷、五反田)※

19/09/30 (月) ５週目セクショナル

19/10/05 (土) 全日本女子ペア選手権予選(四谷)

19/10/06 (日) 全日本女子ペア選手権決勝(四谷)

19/10/12 (土) 兵庫県知事杯

19/10/13 (日) 兵庫県知事杯

19/10/14 (月･祝) ユース支援同時大会③ 兵庫県知事杯

19/10/16 (水) ユース支援同時大会④

19/10/19 (土) 仙台秋Ｒ

19/10/20 (日) 河北新報杯

19/10/26 (土) 石坂杯

19/10/27 (日) 中日杯

19/10/30 (水) ５週目セクショナル

19/11/02 (土) 高松宮妃記念杯予選(四谷) 静岡県知事杯

19/11/03 (日･祝) 高松宮妃記念杯決勝(四谷2F)

19/11/09 (土) APBFトライアル①(四谷B1)

19/11/10 (日) APBFトライアル②(四谷B1)

19/11/16 (土) APBFトライアル③(四谷B1) 広島Ｒ

19/11/17 (日) APBFトライアル④(四谷B1) 広島Ｒ

19/11/23 (土･祝) 神奈川県知事杯

19/11/24 (日) 神奈川県知事杯

19/11/29 (金) 11/28-12/8 5週目セクショナル

19/11/30 (土) NABC 任天堂杯

19/12/01 (日) サンフランシスコ 任天堂杯、熊本セクショナル

19/12/04 (水) 服部杯

19/12/07 (土) 東京リジョナル①

19/12/08 (日) 東京リジョナル②

19/12/09 (月) ユース支援同時大会⑤

19/12/11 (水) ユース支援同時大会⑥



備考 連盟[確定] 連盟[調整可能] 関東ＢＣ 地方大会(前年開催実績)開催日

19/12/14 (土) 後期日本リーグ①(四谷B1) 後期クラブリーグ[確定]

19/12/15 (日) 後期日本リーグ②(四谷B1)

19/12/21 (土) 後期クラブリーグ[暫定]

19/12/22 (日) ブルーリボン(四谷、名古屋、大阪)

19/12/22 (日) レッドリボン(馬場、大阪)

20/01/05 (日) 新年リジョナル(渋谷)

20/01/11 (土) 朝日新聞社杯①(四谷,馬場,渋谷,五反田)

20/01/12 (日) 朝日新聞社杯②(四谷,馬場,渋谷,五反田)

20/01/13 (月･祝) 朝日新聞社杯③(四谷,馬場,渋谷,五反田)

20/01/18 (土) 後期日本リーグ③(四谷B1) 後期クラブリーグ[確定]

20/01/19 (日) 後期日本リーグ④(四谷B1)

20/01/25 (土) APBFトライアル③(四谷B1)

20/01/26 (日) APBFトライアル④(四谷B1) 伊賀杯(大阪)

20/01/29 (水) 冬季ＷＴ(センター共催)

20/02/01 (土) 後期クラブリーグ[暫定]

20/02/08 (土) YOKOHAMABF

20/02/09 (日) 日程未定

20/02/22 (土) 木村六郎杯①（大阪）

20/02/23 (日･祝) 木村六郎杯②（大阪）

20/02/29 (土) 茨城Ｒ[確定]

20/03/01 (日) 茨城県知事杯[確定]

20/03/07 (土) 九州リジョナル

20/03/08 (日) 西日本新聞社杯

20/03/14 (土) 春季リジョナル①(渋谷)

20/03/15 (日) 春季リジョナル②(渋谷)

20/03/20 (金･祝) 3/19-29

20/03/21 (土) NABC 渡辺杯①(四谷)

20/03/22 (日) コロンバス 渡辺杯①(四谷)

20/03/28 (土) 瀬戸大橋リジョナル

20/03/29 (日) 香川県知事杯

20/03/31 (火) 5週目セクショナル

20/04/04 (土) 柳谷杯①(四谷･五反田3F･馬場)

20/04/05 (日) 柳谷杯①(四谷･五反田3F･馬場)

20/04/11 (土) 前期日本リーグ①(四谷B1) 前期クラブリーグ①

20/04/12 (日) 前期日本リーグ②(四谷B1)

20/04/18 (土) 玉川髙島屋Ｓ･Ｃ杯①(四谷B1･髙島屋)

20/04/19 (日) 玉川髙島屋Ｓ･Ｃ杯②(四谷B1･髙島屋)

20/04/25 (土) 前期クラブリーグ②

20/04/29 (水･祝) サントリー杯(四谷)


