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2010年ナショナルチーム派遣事業計画
平成22年 7月1日
日

程

平成22年 1月 4日～
平成22年 1月10日
平成22年 1月10日 ～
平成22年 1月17日
平成22年 1月18日 ～
平成22年 1月25日
平成22年 2月 7日 ～
平成22年 2月17日
平成22年 2月17日 ～
平成22年 3月 1日
平成22年 2月17日 ～
平成22年 2月21日
平成22年 2月21日 ～
平成22年 3月 1日
平成22年 2月17日 ～
平成22年 2月27日
平成22年 2月 27日 ～
平成22年 3月 8日
平成22年 3月 3日 ～
平成22年 3月 6日
平成22年 3月 6日 ～
平成22年 3月14日
平成22年 3月15日 ～
平成22年 3月22日
平成22年 3月19日 ～
平成22年 3月29日
平成22年 3月23日 ～
平成22年 3月28日
平成22年 3月26日 ～
平成22年 4月 4日
平成22年 3月31日 ～
平成22年 4月 6日
平成22年 4月 7日 ～
平成22年 4月11日
平成22年 4月12日 ～
平成22年 4月19日
平成22年 4月12日 ～
平成22年 4月27日
平成22年 4月28日 ～
平成22年 5月 5日
平成22年 5月 2日 ～
平成22年 5月 9日
平成22年 5月 5日 ～
平成22年 5月17日
平成22年 5月22日 ～
平成22年 5月26日
平成22年 5月27日 ～
平成22年 5月31日
平成22年 6月 9日 ～
平成22年 6月13日
平成22年 6月14日 ～
平成22年 6月20日
平成22年 6月20日 ～
平成22年 6月28日
平成22年 6月20日 ～
平成22年 6月27日
【LEVELS】
BWF・・・BWF
SS・・・スーパーシリーズ
GPG・・・グランプリゴールド

内

容

開催場所

ﾚﾍﾞﾙ

強化合宿（韓国・マレーシアオープン直前）

派遣対象

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA/B

韓国オープン2010

SS

ソウル市

ナショナルA

マレーシアオープン2010

SS

クアラルンプール市

ナショナルA

強化合宿（ト杯・ユ杯予選直前）

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA

ト杯・ユ杯 アジア予選

タイ／ナコーン・ラーチャシーマ

強化合宿 (オーストリア直前)

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルB1

オーストリア国際

IC

強化合宿（ドイツオープン直前）
ドイツオープン2010

スイスオープン2010
アジアジュニア2010

ナショナルB1

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルB2
GP

強化合宿（全英・スイスオープン直前）
全英オープン2010

ウィーン市

ナショナルA

ﾐｭﾙﾊｲﾑ・ｱﾝ・ﾃﾞｱ・ﾙｰﾙ市

ナショナルB2

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA
SS

バーミンガム市

ナショナルA

SS

バーゼル市

ナショナルA

BAC マレーシア／クアラルンプール市

ナショナルAB高校生
ナショナルA

日中交流戦

東京都

強化合宿（大阪インターナショナル直前）

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルB

強化合宿（大阪IC・ｱｼﾞｱ選手権直前）

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA

大阪インターナショナルチャレンジ

IC

＊日本選手26日集合

大阪府 守口市

ナショナルA/B

アジア選手権2010

GPG

インド／ニューデリー市

ナショナルA

世界ジュニア2010

BWF

メキシコ／グアダラハラ市

ナショナルAB高校生

強化合宿（トマス杯・ユーバー杯直前）

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA

強化合宿

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルB

トマス杯・ユーバー杯

BWF マレーシア／クアラルンプール市

ランキングサーキット大会

埼玉県

日韓交流戦

香川県 坂出市、鳴門市

全日本実業団大会

兵庫県 神戸市

ナショナルA/B

シンガポールオープン2010

SS

シンガポール市

ナショナルA

インドネシアオープン2010

SS

ジャカルタ市

ナショナルA

強化合宿（タイオープン直前）

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルB

日

程

平成 22年 6月27日 ～
平成 22年 7月 4日
平成 22年 6月27日 ～
平成 22年 7月 4日
平成 22年 7月 6日 ～
平成 22年 7月11日
平成 22年 7月18日 ～
平成 22年 7月25日
平成 22年 7月25日 ～
平成 22年 8月 1日
平成 22年 8月 2日 ～
平成 22年 8月 8日
平成 22年 7月28日 ～
平成 22年 8月 2日
平成 22年 8月 4日 ～
平成22年 8月11日
平成22年 8月 9日 ～
平成 22年 8月19日
平成 22年 8月19日 ～
平成 22年 8月30日
平成 22年 8月11日 ～
平成 22年 8月27日
平成 22年 9月 3日 ～
平成 22年 9月 8日
平成 22年 9月 7日* ～
平成 22年 9月12日
平成22年 9月12日 ～
平成22年 9月20日
平成 22年 9月12日 ～
平成 22年 9月19日
平成 22年 9月21日 ～
平成 22年 9月26日
平成 22年 9月26日 ～
平成 22年 10月 3日
平成 22年10月 3日 ～
平成 22年10月11日
平成 22年10月 1日 ～
平成 22年10月 4日
平成 22年10月15日 ～
平成 22年10月21日
平成 22年10月16日 ～
平成 22年10月24日
平成 22年10月25日 ～
平成 22年11月 1日
平成 22年11月 3日 ～
平成 22年11月 9日
平成 22年11月 9日 ～
平成 22年11月21日
平成 22年11月14日 ～
平成 22年11月21日
平成 22年11月21日 ～
平成 22年11月28日
平成 22年12月 7日 ～
平成 22年12月12日
平成22年10月 10, 11, 17, 23, 24日
11月3, 28日、12月18,19, 23, 25, 26日

内

容

ロシアオープン2010

開催場所

ﾚﾍﾞﾙ
GP

タイオープン2010

GPG

マレーシアオープン2010

GPG

強化合宿 (ﾏｶｵ・ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾀｲﾍﾟｲｵｰﾌﾟﾝ直前)

ウラジオストク市

ナショナルB

バンコク市

ナショナルB
ナショナルB

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA

マカオオープン2010

GPG

中国マカオ特別行政区

チャイニーズタイペイオープン2010

GPG 台北市

無色

ナショナルチームＡ
ナショナルチームＢ
日本代表選手
強化合宿
国内大会

ナショナルA
ナショナルA

高校総体

沖縄県 糸満市

強化合宿

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルB

強化合宿（世界選手権直前）
世界選手権2010

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA
BWF

フランス／パリ市

ナショナルA

ユースオリンピック2010

シンガポール

ナショナルA/B U19

全日本社会人選手権大会

広島県 広島市

世界学生選手権

台北市

強化合宿（ヨネックスオープン直前）

*大会開始日
ナショナルＢ学生

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA

中国マスターズ2010

SS

常州市

ナショナルB

ヨネックスオープンジャパン 2010

SS

東京都

ナショナルA/B

強化合宿 (ベトナムオープン直前)
ベトナムオープン2010

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルB
GP

ホーチミン市

国体

千葉県 野田市

全日本学生選手権大会

東京都

ナショナルB

オランダオープン2010

GP

アルメレ市

ナショナルA

デンマークオープン2010

SS

オーデンセ市

ナショナルA

強化合宿（アジア大会直前）

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルA

アジア大会

中国 広州市

強化合宿（韓国チャレンジ直前）

味の素ナショナルトレーニングセンター ナショナルB

韓国チャレンジ2010
全日本総合選手権大会

IC
東京都

日本リーグ

注2：選手の試合態度、怪我、病気等により、予定を変更することがあります。

ナショナルA

ナショナルB

注1：国際大会スケジュールの変更等により、一部日程変更があるかもしれないが、現在はこのスケジュールで強化合宿及び遠征を行う予定です。

GP・・・グランプリ
IC・・・インターナショナルチャレンジ
IS・・・インターナショナルシリーズ
FS・・・フューチャーシリーズ

派遣対象

