
平成２８年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告 ２０１７．０４．０７現在

大会名 対　象 参加チーム数 参加予定数 月　　日 会　　場 備　　考

連 一般クラブ連盟　平成２７年度総会 一般 ４０名 　４／　２　（土） スカイホール豊田

協 豊田ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会　平成２８年度総会全連盟 ６０名 　４／２２　（金） スカイホール豊田

　４／２３　（土）

　４／２４　（日）

男子　２３チーム 　４／１７　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 藤岡南中 梅坪台中

連 春季選手権大会 中学生 女子　２４チーム １８５４名 　４／２３　（土） 朝日丘中・上郷中（女子） 準優勝 逢妻中 朝日丘中
（トーナメント戦） 　　　　４７チーム 　４／２４　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 前林中・豊南中 猿投中・若園中

１３２名 　５／　８　（日） 豊田市運動公園体育館

１０３名 　５／１５　（日） 豊田市地域文化広場

　５／　８　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子） 新規登録チーム　

　５／１５　（日） 豊田市地域文化広場 優勝 元町クラブ ポスタライズ 男子；One-fifth、

　５／２２　（日） 豊田市地域文化広場 準優勝 ＹＯＵ トヨタサン 女子；なし

男子　５９チーム 　５／２９　（日） 柳川瀬体育館 ３位 トリプルダブル ファーストブレーカーズ ＜未登録参加チーム＞

女子　　５チーム １３９７名 　６／　５　（日） 豊田市地域文化広場 ４位 ポインンゲッター サブリナ 男子チーム；なし

　　　　６４チーム 　６／１２　（日） 豊田市地域文化広場 女子チーム；なし

　６／１９　（日） 柳川瀬体育館

　６／２６　（日） 柳川瀬体育館

男子　１６チーム 　７／２３　（土） 豊田高校・豊田西高校 優勝 豊田大谷高校 豊田西高校
女子　１３チーム ７９５名 　７／２４　（日） 豊田高校 準優勝 衣台高校 豊野高校

　　　　２９チーム ３位 松平高校・豊田西高校 豊田高校・松平高校
男子　１４チーム 　７／２９　（金） 優勝 平和小 梅坪小
女子　３８チーム １２９６名 　７／３０　（土） 準優勝 中山小 高嶺小

　　　　５２チーム 　７／３１　（日） 高岡公園体育館 ３位 野見小・東保見小 平和小・元城小
男子　２２チーム 　８／２１　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 三好丘中 井郷中

女子　２４チーム １８３６名 　８／２７　（土） 高橋中・上郷中（女子） 準優勝 足助中 高岡中

　　　　４６チーム 　８／２８　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 前林中・逢妻中 崇化館中・朝日丘中
支 バスケットボールクリニック 中高学生 女子のみ　 ７８名 　６／　４　（土） スカイホール豊田（サブ）

　７／　７　（木）

　７／　８　（金）

第２１回全国専門学校 男子　１６チーム 　８／８　（月）

支 バスケットボール選手権大会 学生 女子　１２チーム ７００名 ８／９～１２ スカイホール豊田

　　　　２８チーム （４日間）

　９／　１　（木）

　９／　２　（金）

体 審判講習会 一般 １２０名 　９／　３　（土） 豊田市運動公園体育館

　９／　４　（日） 豊田市運動公園体育館 １位 ポスタライズ 新規登録チーム　

　９／１１　（日） 豊田市地域文化広場 ２位 トヨタサン 女子；なし

男子　５９チーム 　９／２５　（日） 柳川瀬体育館 ３位 トヨタマインドパース 女子交流戦；豊田西高、豊田高、松平高、豊田北高、豊田南高

女子　　５チーム １０／　２　（日） 柳川瀬体育館 ４位 サブリナ

　　　　６４チーム １０／２３　（日） 豊田市運動公園体育館 ５位 ファーストブレーカー
１１／　６　（日） 柳川瀬体育館

１１／１３　（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；高岡Ａ、２位；高橋Ａ、３位；前山Ｂ

　　２２チーム 　９／１６　（金） 一般教室男女混合（中学年）・・・・１位；高橋Ｄ、２位；高橋Ｅ、３位；高岡Ｅ　　　　　一般教室男女混合（低学年）・・・・１位；前山Ｆ、２位；高岡Ｆ、３位；高橋Ｆ　　　

男子　　７チーム 　９／１７　（土） クラブ男子・・・・・・１位；豊田Ｈ　２位；ＫＢＢ-Ｈ　３位；足助Ｈ　

女子　　７チーム 　９／１８　（日） クラブ女子・・・・・・１位；幸田Ｊ　２位；豊田Ｋ　３位；豊田Ｊ　

男子　　７チーム　 ジュニア男子・・・・１位；シェンロンJr－Ｎ　　２位；ＫＢＢＪｒ－Ｎ　　３位；豊田Ｊｒ－Ｍ　　

女子　　６チーム ジュニア女子・・・・１位；ベアーズＪｒ　　２位；浄水北Jr　　３位；川東Ｊｒ　　　　
２７９７名 １０／　８　（土）　　　　　　　　　　　　 アルバルク東京 ７６－８０ 千葉ジェッツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９７８名 １０／　９　（日）　　　　　　　　　　　　 アルバルク東京 ７２－６７ 千葉ジェッツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１８７５名 １０／　８　（土）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車アンテロープス ６５－６３ 三菱電機コアラーズ

１９２９名 １０／　９　（日）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車アンテロープス ７８－７５ 三菱電機コアラーズ

男子　５９チーム １０／１４　（金） （男子） （女子）
女子　　５チーム １０／１５　（土） 優勝 Ａlways ＭＢＣ

　　　　６４チーム １０／１６　（日） 準優勝 シェンロン　Ｊｒ ＭＯＧＡＳＯＬ

３位 常滑　Jr 平成
１０／１６　（日）

１１／１３　（日）

１１／２０　（日）

１２８１名 １０／２９　（土）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車アンテロープス７２－５９トヨタ紡織サンシャインラビッツ

１３９３名 １０／３０　（日）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車アンテロープス７３－６０トヨタ紡織サンシャインラビッツ

１１／２６　（土）

１１／２７　（日）

１１／２６　（土） 豊田市西部体育館

男子　７５チーム １１／２６　（土）

女子　７５チーム １１／２７　（日）

　　　１５０チーム １２／　３　（土）

１２／　４　（日）

１２／　３　（土）

１２／　４　（日）

１２／　３　（土）

１２／　４　（日）

男子　２２チーム １２／１１　（土） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 前林中 井郷中

連 理事長杯争奪戦（トーナメント戦） 中学生 女子　２４チーム １８５４名 １２／１７　（土） 高橋中・上郷中（女子） 準優勝 三好丘中 高橋中

　　　　４６チーム １２／１８　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 藤岡南中・足助中 猿投中・朝日丘中

第１０回 男子　１９チーム １２／２６　（月） １２：００～コート準備（６面）※全国ジュニアバージョンで設置

愛ピックバスケットボール大会 女子　１７チーム ＜男子＞春日井、桃花、本宮、安城、一宮東、豊田、春日台、天白、＜２部＞西、守山、豊川、守山産業、半田、佐織、いなざわ、南、みあい、三好、くすのき

　　　　３６チーム ＜女子＞豊田、桃花、春日井、安城、佐織、守山産業、半田、一宮東、南、春日台、くすのき、豊川、本宮、いなざわ、三好、みあい、守山、

ミニ　　　６チーム 優勝；井郷中　２位；若園中　３位；崇化館　４位；上郷中　５位；東陽中　６位；矢作北中　７位；猿投中　８位；稲羽中　９位；明正中　１０位；四日市中部中

中学　２４チーム 　１／　５　（木） １１位；朝日中　１２位；梅坪台中　１３位；高岡中　１４位；三好丘中　１５位；雁が音中　１６位；高橋中　１７位；南稜中　１８位；天神山中　１９位；中津第二中　２０位；竜神中

　　　　３０チーム 　１／　６　（金） ２１位；末野原中　２２位；美里中　２３位；篠目中　２４位；武生第一中

男子　３４チーム 　１／　７　（土） 優勝 ガウチョーズＢ・Ｂアカデミー ガウチョーズＢ・Ｂアカデミー

女子　２５チーム 　１／　８　（日） 準優勝 LAKE　FORCE　Ｂ・Ｂｸﾗﾌﾞ ＢＬＵＥ　ＥＡＧＬＥＳ

　　　　５９チーム 　１／　９　（月） ３位 ＣＯＮＦＩＡＮＺＡ東京 LAKE　FORCE　Ｂ・Ｂｸﾗﾌﾞ

　１／　８　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） １位 ２位 新規登録チーム　

　１／１５　（日） 柳川瀬体育館 １部 トリプルダブル 元町クラブ 男子；One-fifth　

　１／２２　（日） 柳川瀬体育館 ２部 ガンバ ＶＡＬＯＮＣＥＳＴＡ 女子；なし

　１／２９　（日） 豊田市運動公園体育館 ３部 Ｚｅｒｏ　Sense ＴＮＧ

男子　５９チーム 　２／　５　（日） 豊田市運動公園体育館 ４部 ＡＴＨＥＮＡ アンビシャス

女子　　５チーム 　２／１９　（日） 柳川瀬体育館 ５部 BOLW ＭＡＬＩＣＩＡ

　　　　６４チーム 　２／２６　（日） 豊田市地域文化広場 ６部 One-fifth クラッシュフーパーズ

　３／　５　（日） 豊田市地域文化広場 プレミア Ｋ＆Ｋ Ｔ’Ｓ
　３／１２　（日） 柳川瀬体育館

　３／１９　（日） 柳川瀬体育館

男子　１１チーム 　１／１３　（金） 一般教室男子・・・・１位；高橋Ａ　２位；高橋Ｂ　３位；挙母　敢闘賞；逢妻Ｂ　　　　　　一般教室女子・・・・１位；高橋Ｃ　２位；逢妻Ｃ　３位；挙母Ｃ　敢闘賞；高岡Ｄ
女子　１３チーム 　１／１４　（土） 　　クラブ男子・・・・１位；ジョーズＦ　２位；幸田　３位；強化Ｅ　敢闘賞；ジョーズＥ　　　クラブ女子・・・・・・１位；幸田　２位；フェアリーズ　３位；ジョーズＧ　敢闘賞；ＫＢＢ
男子　　７チーム 　１／１５　（日） ジュニア男子・・・・１位；シェンロン Ｊｒ　２位；ＫＢＢ Ｊｒ－Ｉ　３位；足助 Ｊｒ　敢闘賞；幸田 Ｊｒ
女子　　４チーム ジュニア女子・・・・１位；ベアーズ　　２位；幸田 Ｊｒ　　３位；Fairies Jr　　敢闘賞；Ｗｉｎｄｓ Ｊｒ
男子　３２チーム 　２／１０　（金） 優勝 新生紙パルプ商事 秋田銀行

支 全日本実業団全国選手権大会 一般 女子　１６チーム 　２／１１～１４ 準優勝 日本無線 紀陽銀行

　　　　４８チーム （４日間） ３位 富士通・富士通 鶴屋百貨店・ミツウロコ

有料入場 　２／１７　（金）　　　　　　　　　　　　

２３５２名 　２／１８　（土）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車７６－５０トヨタ紡織、三菱電機６５－７５デンソー ２位）トヨタ自動車　VS　７位）トヨタ紡織

２７０９名 　２／１９　（日）　　　　　　　　　　　　 トヨタ紡織７４－７０トヨタ自動車、デンソー７７－６６三菱電機 ４位）三菱電機　　 VS　５位）デンソー

１０６９名 　２／２０　（月）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車４８－４３トヨタ紡織

第３１回 　２／１７　（金） 高岡公園体育館 （男子） （女子）
豊田市小学校ミニバスケットボール 男子　１２チーム 豊田市運動公園体育館 優勝 中山小 梅坪小
新人大会（予選ﾘｰｸﾞ・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦） 女子　３７チーム 柳川瀬体育館 準優勝 山之手小 平和小

　　　　４９チーム 　２／１９　（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 東保見小・野見小 竹村小・四郷小
支 グレードカップ ジュニア 　６０名 　３／１８　（土） 豊田地域文化広場

男子　１２チーム 　３／１７　（金） ※順位付けはなし
女子　１２チーム 　３／１８　（土）

　　　　２４チーム 　３／１９　（日）

男子　１２チーム 　３／２４　（金） 優勝 ＵＤＡ 豊橋

女子　１２チーム 　３／２５　（土） 準優勝 豊田 ＵＤＡ

　　　　２４チーム 　３／２６　（日） ３位 豊橋 不二

男子　　９チーム 　３／２４　（金） 優勝 岡崎Jr ＭＢＣ 会場準備

女子　　６チーム 　３／２５　（土） 準優勝 瀬戸ドリームス 豊田Ａ （女子：3/25）会議室

　　　　１６チーム 　３／２６　（日） ３位 豊田Ｊｒ・常滑Jr ＩＳＣ （男子：3/26）会議室

男子　１６チーム 　３／２９　（水） 優勝 東海市立上野中学校 私立開誠館中学校

女子　１６チーム 　３／３０　（木） 準優勝 愛西市立佐屋中学校 名古屋市立明豊中学校

　　　　３２チーム 　３／３１　（金） ３位 豊田市立前林中学校 私立京都精華学園中学校

（女子）猿投中、高橋中、梅坪台中、上郷中、豊南中、福岡中、豊田西高、松平高、衣台高

１４ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ ジュニア

スカイホール豊田（メイン・サブ）

２５０名高校生

市民総合体育大会
（トーナメント戦）

中学生

男子　　９チーム

前座試合（高校；女子）　　豊田西高校　７６　－　６６　豊田東高校

体 審判講習会 一般

スカイホール豊田

スカイホール豊田第　３回　　ＮＢＬ豊田大会

体 第　３回　　ＮＢＬ豊田大会

体

支 全豊田訓練生総合競技大会

支
愛知県事業内職業訓練生
体育大会

市民選手権リーグ大会（前期）

有料

体

体

有料

小学生

一般

高校生

支 ５００名

第２４回愛知県ジュニア
バスケットボール選手権大会

ジュニア １９００名

８１５名

体

支

支 一般

６００名

豊田市地域文化広場

豊田市運動公園体育館

柳川瀬体育館

豊田市地域文化広場

スカイホール豊田
１２／２７　（火）

スカイホール豊田

豊田市西部体育館

豊田市地域文化広場

高校生

１８００名

小学生

中学生

１５０名

２００名女子　１０チーム

男子　　６チーム

６００名

スカイホール豊田

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

柳川瀬体育館

豊田市運動公園体育館

６５０名 スカイホール豊田

６００名

豊田市運動公園体育館

スカイホール豊田　８５０名

１６００名

猿投コミュニティ
西部体育館

スカイホール豊田

スカイホール豊田

ジュニア

４００名

有料

　２／１８　（土）

６００名

ジュニア
（中学生）

ミニ

支

支

連

連

連

連

連

豊田カップ（プレ）
ミニバスケットボール交流試合

第２６回豊田カップ
ミニバスケットボール大会

体 市民選手権リーグ大会（後期）

体
第１８回　　ＷＪＢＬ豊田大会
Wリーグ　クォーターファイナル

第１０回　豊田市スポーツ少年団
バスケットボールクラブ交流試合
（会長杯）

愛知クラブ連盟　リーグ戦大会

第１０回　ひまわりカップ
豊田市近郊小・中学生バスケット
ボール大会（女子）

ジュニア

中学生

第２３回豊田カップ
ジュニアバスケットボール大会

第８回フライト杯
バスケットボール大会

小・中学生

高校生

ミニ

一般

１２００名

１２５０名

６００名

４６０名

メインコート（４面）

第１３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歓会
（久永杯）

スカイホール豊田

ミニ

第５回全国ジュニア
バスケットボール選手権大会

成　績　結　果

５０３４名 アイシンシーホース三河　７０－７２  トヨタ自動車アルバルク東京　４／　２　（土）

女子

高岡公園体育館

豊田市運動公園体育館

小学生

体 第１回　　Ｂリーグ豊田大会 有料

体 第１８回　　ＷＪＢＬ豊田大会 有料

第１８回　　ＷＪＢＬ豊田大会 有料

連

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

三菱重工・名航、ジェイテクト、アイシンＡＷ

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、

一般

トヨタスポーツセンター

トヨタスポーツセンター

　９／１１　（日）支

体；（公益）豊田市体育協会事業  協；協会事業 連；各連盟事業  支；支援事業 

平成２８年 熊本地震の影響よりアイシンＶＳ熊本戦は開催中止（ＮＢＬと協議の末、決定） ※災害支援イベント（４/２４ １４：００から開催） 


