
平成２９年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告 ２０１９．０１．０３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２８年度総会 一般 ５１名 平成２８年度登録；男子６０チーム、女子５チーム（※６５チーム）

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 ６４名 小学校；５２、中学校；４６、高校；３６、一般；６５、スポーツ少年団；２１、（※２２０チーム）

４２４５名 　４／　８　（土） シーホース三河８６－７０名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

４５０３名 　４／　９　（日） シーホース三河７２－５８名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

男子　２３チーム 　４／１６　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 崇化館中 井郷中

連 春季選手権大会 中学生 女子　２４チーム １７７３名 　４／２２　（土） 朝日丘中・上郷中（女子） 準優勝 足助中 若園中

（トーナメント戦） 　　　　４７チーム 　４／２３　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 三好丘中・前林中 崇化館中・高橋中

第２９回　愛知女性 一般

バスケットボール夏季大会 （女性）

体 審判講習会 一般 ２０６名 　５／１４　（日） 柳川瀬体育館

支 バスケットボールクリニック 中高学生 女子のみ　 ６０名 　５／２７　（土） 竜神中学校

　５／１４　（日） 柳川瀬体育館 １位 ポスタライズ 新規登録チーム　

　５／２１　（日） 柳川瀬体育館 ２位 トヨタサン 女子；Ａｎｆａｎｇ

男子　５５チーム 　５／２８　（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　　６チーム 　６／　４　（日） 高岡公園体育館 ４位 サブリナ

　　　　６１チーム 　６／１１　（日） 柳川瀬体育館 ５位 ファーストブレーカー

　６／２５　（日） 豊田市運動公園体育館 ６位

　７／　２　（日） 豊田市地域文化広場

　７／　６　（木） 審判協力

　７／　７　（金）

男子　１５チーム 　７／２２　（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　１２チーム ７８２名 　７／２３　（日） 豊田高校 準優勝 科技高豊田 豊野高校

　　　　２７チーム ３位 杜若高校・松平高校 豊田東高校・豊田高校

男子　１４チーム 　７／２８　（金） 優勝 中山小学校Ａ 梅坪小学校

女子　３９チーム １３８２名 　７／２９　（土） 準優勝 山之手小学校 平和小学校

　　　　５３チーム 　７／３０　（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 東保見小・梅坪小 竹村小・東保見小

男子　２３チーム 　８／２５　（金） 優勝 足助中学校 井郷中学校

女子　２２チーム １５３３名 　８／２６　（土） 準優勝 梅坪台中学校 崇化館中学校

　　　　４５チーム 　８／２７　（日） ３位 高橋中・益富中 高橋中・上郷中

男子　　７チーム 　８／　４　（金） 会場準備

女子　　１チーム 　８／　５　（土） オフィシャル協力（４名×６チーム＝２４名）

　　　　　８チーム 　８／　６　（日） オフィシャル協力（４名×４チーム＝１６名）　※ＭＣ補助

男子　　６チーム 　８／１９　（土） 優勝 ＫＢＢ－Ａ ＪＡＭＢＥＥＳ

女子　　７チーム 　８／２０　（日） 準優勝 豊田 フェアリーズ

　　　　１３チーム 　８／２７　（日） ３位 足助・藤岡ジョーズ 藤岡ジョーズ・足助

男子　　７チーム 　８／１９　（土） 優勝 高橋Ａ 高岡Ａ

女子　　８チーム 　８／２０　（日） 準優勝 前山 挙母

混合　　５チーム 　８／２６　（土） ３位 逢妻・高橋Ｂ 逢妻Ｂ・逢妻Ａ

　　　　２０チーム 　８／２７　（日） ※３～４年生　1位；挙母・２位；高岡・３位；逢妻・４位；高橋

男子　　８チーム 　８／１９　（土） 優勝 ＫＢＢ－Ａ 豊田Ｊｒ

女子　　７チーム 　８／２６　（土） 準優勝 シェンロンＡ ベアーズＢ

　　　　１５チーム ３位 ＦＭＢＢＣ・シェンロンＢ ＪＡＭＢＥＥＳ・ベアーズＡ

男子　　８チーム 　８／１９　（土） 優勝 元町クラブ 豊田西高校

女子　　８チーム 　８／２０　（日） 準優勝 Ｇ・ヒート Ａｎｆａｎｇ

　　　　１６チーム ３位 ポイントゲッター・ATENA 豊田東高校・サブリナ

１７５名 　８／２７　（日） スカイホール豊田（サブ）

１２９名 　９／　２　（土） 豊田市運動公園体育館

　８／３１　（木） 審判協力

　９／　１　（金）

　９／１７　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子） 新規登録チーム　

男子　５４チーム １０／　１　（日） 柳川瀬体育館 優勝 ＰＨＩＬＬＩＰＳ トヨタマインドパース 男子；なし

女子　　６チーム １２９２名 １０／２９　（日） 豊田市運動公園体育館 準優勝 ＶＡＮＤＩＥＲＡ ファーストブレーカーズ 女子；Ａｎｆａｎｇ

　　　　６０チーム １１／　５　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ポインンゲッター トヨタサン ＜未登録参加チーム＞

４位 ＥＸＥＬ ポスタライズ 男女チーム；なし

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

　　２３チーム 　９／２２　（金） 一般教室男女混合（中学年）・・・・１位；高橋Ｄ、２位；前山Ｄ、３位；高岡Ｄ　　　　　一般教室男女混合（低学年）・・・・１位；高橋Ｆ、２位；高岡Ｆ、３位；前山Ｆ　　　

男子　　９チーム 　９／２３　（土） クラブ男子・・・・・・１位；豊田Ｈ　２位；足助Ｈ　３位；豊田Ｉ　

女子　　７チーム 　９／２４　（日） クラブ女子・・・・・・１位；梅坪Ｊ　２位；豊田Ｊ　３位；豊田Ｋ　

男子　　８チーム　 ジュニア男子・・・・１位；ＫＢＢＪｒ－Ｍ　　２位；幸田Ｊｒ－Ｍ　　　　３位；シェンロンJr－Ｍ

女子　　７チーム ジュニア女子・・・・１位；益富Ｊｒ　　２位；幸田Jr　　３位；フェアリーズＪｒ　　　　

一般

豊田市運動公園体育館

６５０名

４００名

５５０名

９００名

７００名

８１０名

豊田バスケットボール協会
創立５０周年記念
Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｃｕｐ
（トーナメント戦）

ミニクラブ

ミニ教室

ジュニア
クラブ

交流戦
高校＆一

般

ＪＡＢ公認審判員養成講習会 一般

男子　　８チーム

一般

１５８名

小学生

体

連
第１４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）

豊田バスケットボール協会
創立５０周年記念
市民総合体育大会（トーナメント戦）

スカイホール豊田

支 女子　１６チーム ２４２名 　９／１１　（日） 豊田市運動公園体育館

スカイホール豊田体

協

トヨタ自動車Ａ、アイシン精機、アイシンＡＷ、ジェイテクト、トヨタ紡織、
豊田自動織機、トヨタ自動車Ｂ、デンソーＢ

支
愛知県事業内職業訓練生
体育大会

体
豊田バスケットボール協会
創立５０周年記念
市民総合体育大会（トーナメント戦）

支

全国ジュニア選抜車いす
バスケットボール大会 in愛知

支

トヨタスポーツセンター

支 全豊田訓練生総合競技大会 高校生

中学生

愛三工業、三菱重工業、アイシン精機、アイシンＡＷ、ジェイテクト、トヨ
タ紡織、豊田自動織機、トーエネック、愛知製鋼、トヨタ自動車Ｂ、三菱
電機、デンソーＢ

トヨタスポーツセンター

スカイホール豊田

スカイホール豊田（メイン・サブ）

女子

スカイホール豊田（メイン・サブ）

＜朝日丘中、末野原中、藤岡南中、井郷中、竜神中、福岡中、豊田西高（アシスタント兼）＞＜アンテロープス；森、出水田、角畑、馬、脇、安間、馬瓜＞

高校生

小学生

１８００名

高校生 男子　１２チーム ４５０名

一般

スカイホール豊田（メイン・サブ）

中学生

体 市民選手権リーグ大会（前期）

成　績　結　果

第　１回　　Ｂリーグ豊田大会

　４／　８　（土）

有料

フライデー、エンジェルス、蒲郡ママ１９８５、、サラダボール、ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮ、キットカットベリー、Ｗｉｔｃｈｅｓピンク、ＪＥＳＳ、マインドパースママ、Ｗｉｔｃｈｅｓネイビー、
蒲郡ママ、キットカット、カントリーマーム、ラブＭ、ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮＳＰ、江南ドリーム、

体；（公財）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 



大会名 対　象 参加チーム数 参加予定数 月　　日 会　　場 備　　考

１０／　８　（日） 豊田市地域文化広場

１１／１９　（日） 豊田市西部体育館

３０２９名 １０／１４　（土）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車７５－６８トヨタ紡織、デンソー５５－５７三菱電機

２６７５名 １０／１５　（日）　　　　　　　　　　　　 トヨタ自動車８０－６３トヨタ紡織、三菱電機８０－８５デンソー

男子　１２チーム １０／２０　（金） （男子） （女子） ※１０月２２日（日）衆議院選挙開票場となったため２１日（土）のみ開催

女子　　９チーム 優勝 Ａlways ＭＢＣ

　　　　２１チーム 準優勝 シェンロン　Ｊｒ ＭＯＧＡＳＯＬ

３位 常滑　Jr 平成

豊田市運動公園体育館

豊田市西部体育館

豊田市地域文化広場

男子　７３チーム １１／２６　（日） 柳川瀬体育館

女子　７９チーム 高岡公園体育館

　　　１５２チーム 豊田市運動公園体育館

豊田市地域文化広場

豊田市地域文化広場

豊田市西部体育館

男子　２４チーム １２／１０　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 梅坪台中学校 井郷中学校

連 理事長杯争奪戦（トーナメント戦） 中学生 女子　２２チーム １８７６名 １２／１６　（土） 高橋中・上郷中（女子） 準優勝 豊南中学校 高橋中

　　　　４６チーム １２／１７　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 美里中・益富中 猿投中・朝日丘中
体 審判講習会 一般 １１０名 　1／１３　（土） 豊田市運動公園体育館

　１／１４　（日） 高岡公園体育館 （男子） １位 ２位 新規登録チーム　

　１／２１　（日） 柳川瀬体育館 １部 トリプルダブル 元町クラブ 男子；なし

男子　５５チーム 　２／１１　（日） 柳川瀬体育館 ２部 ガンバ ＶＡＬＯＮＣＥＳＴＡ 女子；Ａｎｆａｎｇ

女子　　６チーム 　２／１８　（日） 高岡公園体育館　　　　　 ３部 Ｚｅｒｏ　Sense ＴＮＧ

　　　　６１チーム 　３／　４　（日） 高岡公園体育館　　　　　 ４部 ＡＴＨＥＮＡ アンビシャス

　３／１１　（日） 豊田市運動公園体育館 ５部 BOLW ＭＡＬＩＣＩＡ

　３／１８　（日） 豊田地域文化広場 ６部 One-fifth クラッシュフーパーズ

プレミア Ｋ＆Ｋ Ｔ’Ｓ

４２４５名 　２／　３　（土） シーホース三河　　－　　栃木ブレックス

４５０３名 　２／　４　（日） シーホース三河　　－　　栃木ブレックス

男子　　７チーム 　２／２４　（土） 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 　２／２５　（日） 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　１１チーム 　３／１７　（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

女子　１３チーム 　３／１８　（日） 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

第３２回 　２／１６　（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 柳川瀬体育館 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 豊田市運動公園体育館 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 　３／１７　（土） 豊田地域文化広場

男子　１２チーム 　３／２３　（金） 優勝 ＵＤＡ 豊橋

女子　１２チーム 　３／２４　（土） 準優勝 豊田 ＵＤＡ

　　　　２４チーム 　３／２５　（日） ３位 豊橋 不二

男子　　９チーム 　３／２３　（金） 優勝 岡崎Jr ＭＢＣ 会場準備

女子　　６チーム 　３／２４　（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 　３／２５　（日） ３位 豊田Ｊｒ・常滑Jr ＩＳＣ （男子：3/26）会議室

男子　　９チーム 　３／２３　（金）

女子　　６チーム 　３／２４　（土） 柳川瀬体育館

　　　　１６チーム 　３／２５　（日）

男子　１６チーム 　３／２７　（火） 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 　３／２８　（水） 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 　３／２９　（木） ３位 豊田市立前林中学校 私立京都精華学園中学校

成　績　結　果

スカイホール豊田

一般

５００名

４００名

４００名

１６００名

７９５名

有料

ジュニア

一般

第２４回豊田カップ
ジュニアバスケットボール大会

体 第　２回　　Ｂリーグ豊田大会 有料

連 小学生

連
第１１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）

第２７回豊田カップ
ミニバスケットボール大会

ミニ

支
第２５回愛知県ジュニア
バスケットボール選手権大会

市民選手権リーグ大会（後期）

ジュニア

支 １５ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ

支 愛知クラブ連盟　リーグ戦大会

体

第９回フライト杯
バスケットボール大会

中学生 １２００名 スカイホール豊田

連

連

４６０名

スカイホール豊田

１２５０名

ミニ

６００名

豊田市運動公園体育館ジュニア ４６０名

高岡公園体育館

１０／２１　（土）

豊田市運動公園体育館

柳川瀬体育館

豊田市運動公園体育館

メインコート（４面）

　２／１８　（土）

ジュニア ２１０５名

１１／２５　（土）

１２／　２　（土）

１２／　３　（日）

体 第１９回　　ＷＪＢＬ豊田大会


