
平成２７年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告
２０１６、４、２２現在

対　象 参加チーム数 参加人数 月　　日 会　　場 備　　考

２０１７名 　４／　４　（土） アイシンシーホース三河　８０－８５  トヨタ自動車アルバルク東京 前座試合（ジュニア；女子）　　益富＆藤岡南クラブ　　　－　　　若園クラブ

２４３０名 　４／　５　（日） アイシンシーホース三河　８６－９２　トヨタ自動車アルバルク東京 前座試合（ジュニア；女子）　　　豊田ジュニア　　　－　　　応時スプリッツ

１８２７名 　４／１８　（土） アイシンシーホース三河　５９－６５　千葉ジェッツ 前座試合（高校；男子）　　豊田西高校　５０－４１　高蔵寺高校

１８７３名 　４／１９　（日） アイシンシーホース三河　６９－５８　千葉ジェッツ 前座試合（高校；女子）　　豊田西高校　７１－６２　愛知淑徳高校

男子　２３チーム 　４／１９　（日） 保見中・藤岡南中（男子）
優勝 前林中 朝日丘中

連
春季選手権大会

中学生
女子　２４チーム １８５４名 　４／２５　（土） 朝日丘中・上郷中（女子）

準優勝 美里中 豊南中

（トーナメント戦）
　　　　４７チーム

　４／２６　（日） 藤岡南中学校体育館
３位 猿投台中・豊南中 高橋中・上郷中

体
審判講習会

一般
２０４名 　５／　９　（土） 豊田市運動公園体育館

　５／１０　（日） 豊田市運動公園体育館
（男子） （女子）

新規登録チーム　

　５／１７　（日） 豊田市運動公園体育館
優勝 元町クラブ ポスタライズ

男子；ＢＯＬＷ、グランツーリスモ、Ｋ＆Ｋ

男子　６０チーム 　５／２４　（日） 豊田市運動公園体育館
準優勝 ＹＯＵ トヨタサン

女子；なし

女子　　５チーム 　５／３１　（日） 柳川瀬体育館
３位 ポインンゲッター

ファーストブレーカーズ ＜未登録参加チーム＞

　　　　６５チーム
　６／　７　（日） 豊田市運動公園体育館

４位
ガンバ

サブリナ
男子チーム；なし

　６／１４　（日） 豊田市地域文化広場 女子チーム；なし

　６／２１　（日） 柳川瀬体育館

男子　１５チーム 豊田西高校
優勝 名鉄学園杜若高校 豊野高校

女子　１３チーム
７８０名

豊田高校
準優勝 豊田大谷高校 豊田西高校

　　　　２８チーム
　７／２６　（日） 豊田高校

３位 豊田西高校・科技高豊田 松平高校・豊田高校

男子　１３チーム
優勝 梅坪小 四郷上小

女子　３６チーム
１２４２名 準優勝 堤小 平井小

　　　　４９チーム
　７／２６　（日） 豊田市運動公園体育館

３位 山之手小・市木小（Ａ） 梅坪小・平和小

男子　２２チーム 　８／２２　（土） 保見中・藤岡南中（男子）
優勝 藤岡南中 梅坪台中

女子　２４チーム
１８３６名

　８／２３　（日） 朝日丘中・上郷中（女子）
準優勝 逢妻中 若園中

　　　　４６チーム
　８／２９　（土） 藤岡南中学校体育館

３位 朝日丘中・三好丘中 猿投中・高橋中

支 バスケットボールクリニック 中学生
６３名

　６／　６　（土） スカイホール豊田
トヨタ自動車アルバルク東京（正中岳城、松井啓十郎、宇都直輝、張本天傑、田中大貴、新岡マネジャー）　　保護者；４３名、協会；６名、スタッフ；４名、顧問；５名

　７／　２　（木） 審判協力

　７／　３　（金）

　７／１７～２０
ＪＸ-ＥＮＥＯＳ、富士通、デンソー、トヨタ自動車、シャンソン化粧品、三菱電機、

（４日間）
トヨタ紡織、アイシン・エィ・ダブリュ、新潟、羽田、日立ハイテク、山梨（7/20のみ）

　９／　３　（木） 審判協力

　９／　４　（金）

体
審判講習会

一般
１２０名 　９／　５　（土） 豊田市運動公園体育館

　９／　６　（日） 柳川瀬体育館
（女子） １位 ２位 ３位

新規登録チーム　

　９／１３　（日） 柳川瀬体育館
ポスタライズ トヨタマインドパース トヨタサン

女子；なし

　９／２０　（日） 柳川瀬体育館
４位 ５位

女子交流戦；豊田西高、豊田高、松平高、豊田北高

　９／２０　（日） 豊田市地域文化広場
サブリナ ファーストブレーカー

男子　６２チーム 　９／２７　（日） 柳川瀬体育館

女子　　５チーム １０／　４　（日） 柳川瀬体育館

        ６７チーム
１０／１１　（日） 柳川瀬体育館

１０／２５　（日） 豊田市地域文化広場

１１／　８　（日） 豊田市運動公園体育館

１１／１５　（日） 柳川瀬体育館

１１／２２　（日） 柳川瀬体育館

第２６回　愛知女性
一般

ｼﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
（女性）

男女混合 一般教室男女混合（高学年）・・・・１位；挙母Ａ、２位；高岡Ａ、３位；挙母Ｂ、４位；逢妻Ａ

　　２１チーム 一般教室男女混合（中学年）・・・・１位；前山Ａ、２位；高岡Ａ、３位；高橋Ａ、逢妻Ａ　　　　　一般教室男女混合（低学年）・・・・１位；高岡、２位；高橋、前山　　　

男子　　４チーム 　９／１９　（土） クラブ男子・・・・・・１位；豊田　２位；足助　３位；ＫＢＢ-Ｂ　４位；ＫＢＢ-Ａ

女子　　６チーム 　９／２０　（日） クラブ女子・・・・・・１位；豊田　２位；豊田＆足助　３位；ミラクル　４位；ＫＢＢ-Ｂ

男子　　５チーム　
ジュニア男子・・・・１位；シェンロンJr-Ａ　　２位；豊田Ｊｒ　　３位；益富Ｊｒ　　４位；シェンロンJr-Ｂ　

女子　　４チーム ジュニア女子・・・・１位；ＫＢＢＪｒ　　２位；浄水北Jr　　３位；ＷｉｎｄｓＪｒ　　４位；前林Ｊｒ　　

（男子） （女子）

男子　１２チーム
優勝 Ａlways ＭＯＧＡＳＯＬ

女子　１２チーム
準優勝 西尾シューティング 平成

　　　　２４チーム ３位 ＭＢＣ 津

１０／１７　（土）

１０／１８　（日）

１０／２４　（土）

１０／２５　（日）

有料入場
１０／３０　（金）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車アルバルク東京 ７１－６９ 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２７２９名 １０／３１　（土） トヨタ自動車アンテロープス ７８－５９ 羽田ヴィｯキーズ

有料入場 １１／　１　（日）
トヨタ自動車アルバルク東京 ９３－８２ 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２５９７名
トヨタ自動車アンテロープス ８２－５１ 羽田ヴィｯキーズ

１１／２８　（土）

１１／２９　（日）

１１／２８　（土）

総参加チーム数 １１／２９　（日）

男子　７４チーム １１／２８　（土）

女子　７７チーム １１／２９　（日）

　　　１５１チーム
１２／　５　（土）

１２／　６　（日）

１２／　５　（土）

１２／　６　（日）

男子　２２チーム １２／１２　（土） 保見中・藤岡南中（男子）
優勝 逢妻中 梅坪台中

連
女子　２４チーム

５７２名
１２／１３　（日） 朝日丘中・上郷中（女子）

準優勝 三好中 朝日丘中

　　　　４６チーム
１２／１９　（土） 藤岡南中学校体育館

３位 崇化館中・松平中 崇化館中・逢妻中

第９回 １２／２３　（水）
１３：００～メインコート準備

愛ピックバスケットボール大
会

男子　１９チーム　
＜男子＞豊田、春日井、安城、西、桃花、守山、一宮東、本宮、＜２部＞半田、春日台、佐織、豊川、いなざわ、南、みあい、守山産業、三好、天白、くすのき

女子　１８チーム ＜女子＞豊田、南、守山産業、安城、春日井、佐織、春日台、桃花　　一宮東、豊川、本宮、いなざわ、西、三好、半田、みあい、守山、くすのき、

Ⅰ部

柳川瀬体育館

西部体育館

柳川瀬体育館

豊田市運動公園体育館

１０１５名

TOYOTA　SAN、TOYOTA　SAN　SP、蒲郡ﾏﾏ、蒲郡ﾏﾏ1985、江南ﾄﾞﾘｰﾑ、ﾌﾗｲﾃﾞｰｽﾞ、豊川ﾏﾐｰｽﾞ、

デンソーＢ、トヨタ自動車（Ａ・Ｂ）、アイシン精機、

アイシンＡＷ、ジェイテクト、

豊田市運動公園体育館 フライデーバニラ、ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮ　ＳＰ、豊川マミーズ、サラダボール、キットカット、蒲郡ママ１９８５、江南ドリーム、フライデーズ、カントリーマーム、Ｗｉｔｃｈｅｓ

トヨタスポーツセンター

豊田市運動公園体育館

中学生 １３５名

中学生

豊田市地域文化広場

豊田市西部体育館

スカイホール豊田
１２／２４　（木）

１０５０名

　９／１３　（日）

１０／１７　（土）
１０／１８　（日）

４６５名

６００名

スカイホール豊田

　　　　６チーム

支 　　　　１０チーム ２１０名

１０８名

支 愛知県事業内職業訓練生
体育大会

有料

　事　業　名

三菱重工・名航、ジェイテクト、アイシンＡＷ

中学生

２６２名 　６／２８　（日） 豊田市運動公園体育館

成　績　結　果

１５３６名

スカイホール豊田

トーエネック、デンソーＢ、トヨタ自動車Ｂ、アイシン精機、三菱電機

体 WJBL　Ｗリーグサマーキャンプ 無料

　　　　８チーム

愛知女性連盟
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季大会

一般

高校生

体 第２回　　　ＮＢＬ豊田大会

市民総合体育大会
（トーナメント戦）

第２回　　　ＮＢＬ豊田大会

体 第　３回　　 ＮＢＬ豊田大会

久永杯争奪戦
（トーナメント戦）

市民選手権リーグ大会（前期）　　　

連

第１２回豊田市スポーツ少年
団　　　　　　　　　　　　バス
ケットボールチーム
交流試合（久永杯）

有料体

小学生

連

支

体
高校生

全豊田訓練生総合競技大会

支

小学生

支 １３ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ

一般
（女性）

高校生

一般

支 愛知クラブ連盟　リーグ戦大会 一般

体

スカイホール豊田

支 第２３回愛知県ジュニア
バスケットボール選手権大会

有料

第１７回　　ＷＪＢＬ豊田大会 有料

２２６５名
ジュニ

ア

豊田市地域文化広場

　７／２５　（土）

スカイホール豊田　　　　１１チーム ２４００名

１１６名 トヨタスポーツセンター

　　　　１８チーム

高岡公園体育館
豊田市運動公園体育館

　７／２５　（土）

ﾌﾗｲﾃﾞｰ、ﾌﾗｲﾃﾞｰﾊﾞﾆﾗ、ｶﾝﾄﾘｰﾏﾑ、ｷｯﾄｶｯﾄ、ｷｯﾄｶｯﾄﾍﾞﾘｰ、ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ、ｴﾝｼﾞｪﾙｽ、Witchesﾋﾟﾝｸ、Witchesﾈｲﾋﾞｰ、ﾗﾌﾞM、JESS、

高校生
２２０名

中学生

支

体；豊田市体育協会事業  連；各連盟事業  支；支援事業 



平成２７年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告
２０１６、４、２２現在

対　象 参加チーム数 参加人数 月　　日 会　　場 備　　考

若園中学校体育館　　
優勝；梅坪台中　２位；南山中　３位；雁が音中　４位；崇化館　５位；朝日丘中　６位；岡崎南中　７位；若園中　８位；上郷中　９位；猿投中　１０位；香芝東中

トヨタ車体体育館
１１位；武生第二中　１２位；美里中　１３位；高橋中　１４位；高岡中　１５位；豊南中　１６位；末野原中　１７位；日進西中　１８位；中津第二中　１９位；竜神中　２０位；豊川西部中

２１位；天神山中　２２位；矢作北中　２３位；滝ノ水中　２４位；中央中

体
審判講習会

一般
１２０名 　1／　９　（土） 豊田市運動公園体育館

　１／１０　（日） 豊田市運動公園体育館
（男子） １位 ２位 ３位

新規登録チーム　

　１／１７　（日） 豊田市運動公園体育館
１部 元町クラブ トリプルダブル ポインンゲッター

男子；ＢＯＬＷ、グランツーリスモ、Ｋ＆Ｋ

　１／２４　（日） 豊田市運動公園体育館
２部 ＺHＡＮ ノースタイル ＰＯＳＩＴＩＶＥＳ

男子　６２チーム 　１／３１　（日） 柳川瀬体育館
３部

ＰＨＩＬＬＩＰＳ
ＶＡＬＯＮＣＥＳＴＡ ＶＡＮＤＩＥＲＡ

女子　　５チーム 　２／　７　（日） 豊田市地域文化広場
４部 Ｚｅｒｏ　Sense ＡＰＥＳ ＤＥＬＩＧＨＴ

        ６７チーム
　２／１４　（日） 豊田市運動公園体育館

５部 ＳＵＭＭＴ ＡＴＨＥＮＡ キングダム

　２／２８　（日） 柳川瀬体育館
６部

BOLW
ＭＡＬＩＣＩＡ

Ｄｉｓｔｕｒｂｅｒｓ

　３／１３　（日） 豊田市運動公園体育館
プレミア Ｋ＆Ｋ Ｔ’Ｓ ＦＳＣ

男子　１０チーム
一般教室男子・・・・１位；挙母　２位；高橋　３位；幸田、前山　　　　一般教室女子・・・・１位；高岡Ａ　２位；前山　３位；挙母、幸田

女子　１２チーム
　　クラブ男子・・・・１位；足助　２位；クラウン　３位；ＫＢＢ－Ｂ、ＢＫＢＢ－Ａ　　　　　　クラブ女子・・・・・・１位；ミラクル　２位；フェアリーズ　３位；ＫＢＢ－Ａ、ＫＢＢ－Ｂ

男子　　４チーム
ジュニア男子・・・・１位；ＫＢＢ－ＡＪｒ　２位；ＫＢＢ－ＢＪｒ　３位；豊田Ｊｒ、益富Ｊｒ

女子　　５チーム
ジュニア女子・・・・１位；ＫＢＢ　　２位；豊田ｍ　　３位；Fairies、ミラクルＸ

有料入場
　２／１９　（金）　　　　　　　　　　　　 ＜参考＞前座試合なし

１８６０名
　２／２０　（土）　　　　　　　　　　　　 デンソー５２－４７トヨタ自動車、シャンソン７８－６０トヨタ紡織 1位；ＪＸ、２位；富士通、３位；シャンソン、４位；デンソー

２０９６名 　２／２１　（日）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車６４－５３デンソー、トヨタ紡織６６－８３シャンソン
５位；トヨタ自動車、６位；トヨタ紡織、７位；三菱電機、８位；アイシンＡＷ

１１５４名 　２／２２　（月）　　　　　　　　　　　　 デンソー５９－５１トヨタ自動車、

第３０回 男子　１２チーム 高岡公園体育館
優勝 平和小 梅坪小

豊田市小学校ミニバスケットボール 女子　３５チーム
９５０名

豊田市運動公園体育館
準優勝 中山小 四郷小

新人大会（予選ﾘｰｸﾞ・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦）
　　　　４７チーム

　２／２１　（日） 豊田市運動公園体育館
３位 市木小・梅坪小 高嶺小・若林東小

豊田大谷高校 予定変更；２／２７　（土）会場準備

バスケットボールスプリングカップ

愛知女性連盟 一般

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季大会 （女性）

　３／１８　（金）

　３／１９　（土）

　３／１８　（金） （男女試合）

男子　　１２チーム 　３／１９　（土）
（男子）優勝；不二　　準優勝；ＵＤＡ　３位；豊橋　４位；豊田

女子　　１２チーム 　３／２０　（日）
（女子）優勝；不二　　準優勝；豊橋　 ３位；長太　４位；瀬戸

支 グレードカップ ジュニア 　４０名 　３／１９　（土） 豊田地域文化広場

　３／２５　（金）

　３／２６　（土）

１３５３名 　３／２６　（土） アイシンシーホース三河　８２－７８　東芝ブレーブサンダース神奈川 前座試合（ミニバス；男子）　　ＫＢＢ　４４－４３　武豊ミニバスケットﾎﾞｰﾙクラブＬＵＮＤＩ

１６０１名 　３／２７　（日） アイシンシーホース三河　８２－８１　東芝ブレーブサンダース神奈川 前座試合（ミニバス；男子）　　ＫＢＢ　４４－４３　いさとＳＣミニバスケットﾎﾞｰﾙクラブ

男子　　１６チーム 　３／２９　（火）
（男子）１位；矢作北中　２位；岩成台中　３位；岡崎北中　４位；豊川東部中　５位；菰野中　６位；佐屋中　７位；豊正中　８位；日比野中

女子　　１６チーム 　３／３０　（水）
（女子）１位；はとり中　２位；豊川東部中　３位；梅坪台中　４位；高橋中　５位；葵中　６位；菰野中　７位；長久手南中　８位；猿投中

　　　　　３２チーム
　３／３１　（木）

連 ６６名 　４／　２　（土） スカイホール豊田（大会議室）
総数　６７チーム　出席者２９名　委任状２６名　※役員出席数１１名（監査含む）

協 豊田ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会　平成２７年度総会 　      名 　４／２２　（金） スカイホール豊田（大会議室）
総数　　　　チーム　出席者　　名　委任状　　　名　※理事出席数　　　名（監査含む）

　事　業　名 成　績　結　果

フライデーバニラ、ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮ　ＳＰ、豊川マミーズ、サラダボール、キットカット、蒲郡ママ１９８５、江南ドリーム、フライデーズ、カントリーマーム、Ｗｉｔｃｈｅｓ

連
第９回　ひまわりカップ
豊田市近郊中学生
バスケットボール大会

中学生 女子　２４チーム

１４０名

２５０名

　　　　１０チーム

スカイホール豊田

豊田市運動公園体育館

高岡公園体育館

スカイホール豊田

高岡公園体育館

スカイホール豊田

豊田市運動公園体育館

スカイホール豊田　１／　６　（水）

２５０名

３００名

５００名

　２／２８　（日）

　１／　５　（火）

連 第２２回豊田カップ
バスケットボール大会

男子　　 ９チーム

柳川瀬体育館

　１／２３　（土）

　１／２４　（日）

　２／２０　（土）

豊田市運動公園体育館

　３／　６　（日）

女子　　　７チーム

（男子）優勝；岡崎Ｊｒ　　準優勝；安城レッズ　　敢闘賞；豊田Ｊｒ・高杉BLUE DEVILS

７５０名

６５０名

３９４名

一般

第９回
豊田市スポーツ少年団
バスケットボールクラブ連盟
交流試合（会長杯）

小学生

ジュニア

ミニ

ジュニア

有料体
第１７回　　ＷＪＢＬ豊田大会
Wリーグ　クォーターファイナ
ル

連

連 市民選手権リーグ大会（後期）　　　

連

連 第７回フライト杯
バスケットボール大会

連

第２２回豊田カップ
バスケットボール大会

第２５回豊田カップ
ミニバスケットボール大会

支 高校生

体 第　３回　　 ＮＢＬ豊田大会 有料

ジュニア

ミニ

支

（女子）優勝；豊田A瀬戸ドリーム　　準優勝；ＭＢＣ　　　３位；ＩＳＣ

中学生 １６００名

一般クラブ連盟　平成２７年度総会

５００名

体；豊田市体育協会事業  連；各連盟事業  支；支援事業 


