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東京に世界の強豪が集結！ 新たな舞台で激闘！

ダイハツ・ヨネックスジャパンオ－プン 2017 開催

～ チケットは 7 月 7 日(金)より発売開始 ～

公益財団法人 日本バドミントン協会（所在地：東京都渋谷区 会長：綿貫 民輔）では、DAIHATSU YONEX 
JAPAN OPEN 2017 BADMINTON CHAMPIONSHIPS バドミントンワ－ルドス－パ－シリ－ズ（SS）

を来る、9 月 19 日（火）から 24 日（日）まで、東京都渋谷区・東京体育館において開催いたします。

通算で 36 回目を迎えるジャパンオ－プンは、伝統と権威のあるバドミントンワ－ルドス－パ－シリ－ズ

12 戦の中の 1 つで、世界各国・地域より約 200 名以上の有力選手たちが参加する国際オ－プン大会です。

また BWF が認定するレベル 2 の国際オ－プン大会で、賞金総額 325,000 ドルになりました。

今年から新たにダイハツ工業株式会社のサポ－トを受け DAIHATSU YONEX JAPAN OPEN 2017
BADMINTON CHAMPIONSHIPS と大会名称を変更し、ス－パ－シリ－ズの最上位リーグであるス－パ－

シリ－ズプレミアを目指し生まれ変わりました。

9 月にバドミントンの世界トップランカーが東京に集結します。2013 年に山口選手が初優勝を成し遂げ、

14 年に髙橋・松友ペアが優勝、15 年に奥原選手が優勝、山口選手が準優勝、昨年には髙橋・松友ペアが

準優勝と、4 大会連続で日本人選手が決勝に進出している大会です。

昨年のリオデジャネイロオリンピックで髙橋・松友ペアが金メダル、奥原選手が銅メダルと最高の成績を

収め、新たに自国開催である 2020 年の東京オリンピックを目指すスタ－トにもなり、ナショナル代表選

手をはじめ、若手選手の台頭などが期待できる大会です。世界ランキング 1 位をキ－プする髙橋・松友ペア

の女子ダブルスや女子シングルスは、世界のトップクラスにまで成長をしており、今大会でも優勝に期待が

かかります。

ナショナル代表Ａ・Ｂの選手たちは、7 月の全日本実業団（国内）、カナダオ－プン、US オ－プン、8 月

の世界選手権、9 月の全日本社会人選手権（国内）、ベトナムオ－プン、韓国オ－プンを転戦し、DAIHATSU
YONEX JAPAN OPEN 2017 を迎えます。是非、会場で世界の強豪との激闘をご覧ください。

チケットは 7 月 7 日発売開始します。詳しくは公式 HP http:// dyjapanbadminton.com をご覧くだ

さい。また、Facebook でもご案内いたします。

大会の見どころ、選手紹介、大会期間中のイベント情報など、随時紹介していきます。

http://www/


【開催概要】

■大会名 ：DAIHATSU YONEX JAPAN OPEN 2017

BADMINTON CHAMPIONSHIPS

PART OF THE MetLife BWF WORLD SUPERSERIES

ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン 2017

バドミントン選手権大会

■開催日時：2017 年 9 月 19 日（火）～24 日（日）

■会 場 ：東京体育館（東京都渋谷区）

■主 催 ：公益財団法人 日本バドミントン協会（NBA）

■公 認 ：世界バドミントン連盟（BWF）

■主 管 ：東京都バドミントン協会

■冠協賛 ：ダイハツ工業株式会社・ヨネックス株式会社

■Super Series Global Sponsor：MetLife

■後 援 ：東京都（予定）

■賞金総額：US＄ 325,000

■競技種目：男子単・男子複・女子単・女子複・混合複

■競技規則：世界バドミントン連盟及び、(公財)日本バドミントン協会現行規則による。

       各種ともト－ナメント方式

■参加者 ：世界各地より男女約 200 名以上

■エントリ－数：メインドロ－32 枠

■エントリ－締切：2017 年 8 月上旬

■大会日程：9 月 19 日(火)   各種目 予選    9 時 30 分開場/10 時開始

       9 月 20 日(水)   各種目 1 回戦   9 時 30 分開場/10 時開始

       9 月 21 日(木)  各種目 2 回戦   9 時 30 分開場/10 時開始

       9 月 22 日(金)   各種目 準々決勝 10 時開場/12 時開始

       9 月 23 日(土・祝) 各種目 準決勝  10 時開場/12 時開始

       9 月 24 日(日)   各種目 決勝   10 時開場/12 時開始

▼公式ホ－ムペ－ジ：http:// dyjapanbadminton.com（随時更新を予定）

    

http://www/
http://www.dyjapanbadminton.com/2017/jp


【参考／過去の戦績】

2016大会 優 勝 準優勝

男子シングルス リ－・チョンウェイ/マレ－シア ヤン・ユウ・ヨルゲンセン/デンマ－ク

女子シングルス 何冰娇（ヘ・ビンジャオ）/中国 孙瑜（スン・ユ）/中国

男子ダブルス
李俊慧（リー・ジュンホゥイ） キム・ギジュン

劉雨辰（リゥ・ユチェン）/中国 コー・スンヒュン/韓国

女子ダブルス
クリスティ－ナ・ペダセン 髙橋 礼華

カミラ・リタ－・ユ－ル/デンマ－ク 松友 美佐紀/日本

混合ダブルス
鄭思維（ジェン・シーウェイ） コー・スンヒュン

陳清晨（チェン・チンチェン）/中国 キム・ハナ/韓国

2015大会 優 勝 準優勝

男子シングルス 林丹（リン・ダン）/中国 ヴィクタ－・アクセルセン/デンマ－ク

女子シングルス 奥原 希望/日本 山口 茜/日本

男子ダブルス
イ・ヨンデ 傅海峰（フ・ハイファン）

ユー・ヨンソン/韓国 張楠（ツァン・ナン）/中国

女子ダブルス
趙蕓蕾（ツァオ・ユンレイ） クリスティ－ナ・ペダセン

鐘倩欣（ツォン・チャンシン）/中国 カミラ・リタ－・ユ－ル/デンマ－ク

混合ダブルス
ヨアキム・フィッシャ－・ニ－ルセン 張楠（ツァン・ナン）

クリスティ－ナ・ペダセン/デンマ－ク 趙蕓蕾（ツァオ・ユンレイ）/中国

2014大会 優 勝 準優勝

男子シングルス リ－・チョンウェイ/マレ－シア フー・ユン/ホンコンチャイナ

女子シングルス 李雪芮（リ・シュェルイ）/中国 タイ・ツーイン/チャイニーズ・タイペイ

男子ダブルス
イ・ヨンデ モハマド・アッサン

ユー・ヨンソン/韓国 ヘンドラ・セティアワン/インドネシア

女子ダブルス
髙橋 礼華 前田 美順

松友 美佐紀/日本 垣岩 令佳/日本

混合ダブルス
張楠（ツァン・ナン） マウケル・フックス

趙蕓蕾（ツァオ・ユンレイ）/中国 バージット・ミシェルズ/ドイツ

※DAIHATSU YONEX JAPAN OPEN 2017 に関するロゴデ－タ、

写真デ－タ（昨年の大会写真）などは下記までご一報下さい

■本件に関するお問い合わせ先

ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン 2017 広報事務局

TEL:03-5327-3225  FAX:03-5327-3226


