
２０１８．０９．０１現在

大会名 対　象 参加予定数 月　　日 会　　場 時　　間 備　　考
連 一般クラブ連盟　平成２９年度総会 一般 １００名 １８：１５～１８：４５
協 豊田ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会　平成２９年度総会 全連盟 ６０名 １８：４５～１９：３０

　４／２１　（土） 猿投台中・末野原中（男子）
連 春季選手権大会 中学生 １８００名 　４／２２　（日） 若園中・高岡中（女子）

（トーナメント戦） 　４／２８　（土） 朝日丘中学校体育館
体 審判講習会 一般 １１０名 　５／１２　（土） 柳川瀬体育館 １７：００～２１：００ 会議室含む
支 バスケットボールクリニック（女子） 中学生 ８０名 　５／１２　（土） 藤岡南中学校 ０９：００～１２：３０ トヨタ自動車アンテロープス

一般女性
バスケットボール夏季大会

　５／１３　（日） 豊田市地域文化広場
　５／２０　（日） 豊田市地域文化広場
　５／２７　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　６／　３　（日） 豊田市地域文化広場
　６／１０　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　６／２４　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む

スカイホール豊田（メイン・サブ） 会場準備は当日朝（メイン・サブ）
１６００名 ※第３９回大会(予選はリーグ）　

　７／２９　（日） 会議室１・２・３含む
　７／２１　（土） 豊田高校・豊田西高校
　７／２２　（日） 豊田高校 （日時・会場変更あり）
　８／１８　（土） 猿投台中・末野原中（男子）

１８００名 　８／１９　（日） 若園中・高岡中（女子）
　８／２５　（土） 朝日丘中学校体育館
　７／　５　（木）
　７／　６　（金）

第２２回　日本男子学生選抜 　７／　５　（木） 会場準備（メイン・サブ）
第３５回　日本女子学生選抜 　７／　６　（金） 関東・東海・北信越・北海道
バスケットボール大会 　７／　７　（土） 九州・関西・東北・中四国

　７／　８　（日） （８チーム　A・Bブロック）
　７／　８　（日） 猿投台中・藤岡南中（男子）

中小体連総合体育大会 １８００名 　７／１４　（土） 朝日丘中・髙橋中（女子）
　７／１５　（日） 藤岡南中学校体育館
　８／３０　（木）
　８／３１　（金）

体 審判講習会 一般 １１０名 　９／　１　（土） 豊田市運動公園体育館 １７：００～２１：００ 会議室１含む
ＴＯＹＯＴＡ 　９／　７　（金） 会場準備（メイン・サブ）
Ｕ２５　日本車いすバスケットボール 　９／　８　（土） 大会名変更
選手権大会２０１８ 　９／　９　（日）

　９／１５　（土） 西部体育館
西部体育館 ９／１６は２会場で開催
豊田市運動公園体育館

　９／２４　（日） 豊田市運動公園体育館
　９／　２　（日） 豊田市地域文化広場 会議室なし
　９／　９　（日） 豊田市地域文化広場 会議室なし
　９／２３　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
１０／　７　（日） 柳川瀬体育館 会議室なし
１０／１４　（日） 柳川瀬体育館 会議室なし
１０／２８　（日） 豊田市地域文化広場 会議室なし
１１／　４　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む

第１５回豊田市スポーツ少年団 　９／１４　（金） １７：００～２１：００
バスケットボールクラブ連盟 ６００名 　９／１５　（土） 会議室１含む
交歓会（久永杯） 　９／１６　（日） 西部体育館
第１５回 　９／２３　（日） 柳川瀬体育館
豊田市スポーツ少年団 １０／　７　（日） 柳川瀬体育館
バスケットボールクラブ連盟 １０／１４　（日） 柳川瀬体育館
交歓会（久永杯） １０／２８　（日） 豊田市地域文化広場

１１／　４　（日） 柳川瀬体育館
　９／３０　（日） 猿投台中・藤岡南中（男子）

中小体連新人戦大会 １８００名 １０／　６　（土） 朝日丘中・髙橋中（女子）
１０／　７　（日） 藤岡南中学校体育館
１０／１９　（金） １７：００～２１：００
１０／２０　（土）
１０／２１　（日）
１０／　７　（日）
１０／２１　（日）
１０／２６　（金）　　　　　　　　　　　　
１０／２７　（土）　　　　　　　　　　　　
１１／１６　（金） ※１１/１４・１５会場準備
１１／１７　（土） ※１６日は１９：０５、１７日は１７：０５

豊田市運動公園体育館 会議室１含む
豊田市地域文化広場 会議室なし
柳川瀬体育館 会議室含む
高岡公園体育館 会議室含む
豊田市地域文化広場 会議室なし
柳川瀬体育館 会議室含む
豊田市運動公園体育館 会議室なし
豊田市地域文化広場 会議室なし
柳川瀬体育館 会議室含む
豊田市地域文化広場 会議室なし
柳川瀬体育館 会議室含む

１２／　９　（日） 猿投台中・末野原中（男子） （日時・会場変更あり）
１２／１５　（土） 若園中・高岡中（女子） 理事長杯を市民総体に変更する
１２／１６　（日） 朝日丘中学校体育館
１２／１５　（土） 豊田高校・豊田西高校
１２／１６　（日） 豊田高校
　１／　５　（土） メイン・サブ
　１／　６　（日）

体 審判講習会 一般 １１０名 　1／１２　（土） 豊田市運動公園体育館 １７：００～２１：００ 会議室１含む
　１／１３　（日） 豊田市運動公園体育館 会議室１含む
　１／２０　（日） 豊田市地域文化広場
　１／２７　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　２／　３　（日） 豊田市地域文化広場
　２／１０　（日） 豊田市地域文化広場
　２／１７　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　３／　３　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　３／１０　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　３／１７　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　３／２４　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　３／３１　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　１／２５　（金） 　９：００～２１：００ 会場準備
　１／２６　（土）
　１／２７　（日）
　２／１５　（金） １７：００～２１：００ ※３会場準備＆会議室含む

第３３回 高岡公園体育館
豊田市小学校ミニバスケットボール 柳川瀬体育館
新人大会（予選ﾘｰｸﾞ・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦）

　２／１７　（日）
　２／２２　（金）　　　　　　　　　　　　 　９：００～２１：００ 会場準備
　２／２３　（土）　　　　　　　　　　　　 1位　VS　４位
　２／２４　（日）　　　　　　　　　　　　 ２位　VS　３位
　２／２５　（月）　　　　　　　　　　　　 ※１勝１敗の場合のみ
　２／　１　（金） １７：００～２１：００ 会場準備
　２／　２　（土）
　２／　３　（日）

豊田大谷高校 　３／　２　（土） 会議室１含む
バスケットボールスプリングカップ 　３／　３　（日） 会議室１含む

　３／　８　（金） １７：００～２１：００ 会場準備
ミニ １０００名 　３／　９　（土）

　３／１０　（日）
一般女性
バスケットボール春季大会

支 グレードカップ ジュニア 　６０名 　３／２３　（土） 豊田地域文化広場 １３：００～１７：００
　３／２９　（金） １７：００～２１：００ ※会場準備・会議室含む
　３／３０　（土）
　３／３１　（日）
　３／２９　（金） １７：００～２１：００ ※会場準備・会議室含む
　３／３０　（土）
　３／３１　（日）
　３／２６　（火） ２会場とも準備は当日朝
　３／２７　（水） 会議室１・２・３含む

体

支

ジュニア

愛知県社会人選手権大会 一般

ジュニア連

小学生 　９：００～１７：００

６０００名

４０００名

１８００名中学生

平成３０年度　　豊田バスケットボール協会事業計画（承認済み）

１２／　１　（土）

シーホース三河　ｖｓ　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

２１００名

１１／２５　（日）８００名

　９：００～２１：００

１２／　２　（日）

１００００名

１１／２４　（土）

有料

　７／２８　（土）

支

連

支

連

連

連

１６ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ

７５０名

一般

豊田市民総合体育大会
（トーナメント戦）

体 市民選手権リーグ大会（前期）

２５０名

高校生

２５５０名

支

中学生

愛知県事業内職業訓練生　体育大会

一般

支

　４／　７　（土） スカイホール豊田

豊田市運動公園体育館

三好公園総合体育館

スカイホール豊田（メイン・サブ）

１６００名

小学生
豊田市民総合体育大会
（トーナメント戦）

　９：００～１７：００

　９：００～２１：００

（大会議室）

　９：００～２１：００ 会議室１含む

　９：００～２１：００

２２００名

三好公園総合体育館

トヨタ自動車アンテロープ　ｖｓ　アイシンＡＷウィングス 　(※２８日は安城体育館で開催）

　９：００～２１：００

　９：００～２１：００
豊田市運動公園体育館

５５０名

　９／１６　（日）

１７：００～２１：００

中学生

ミニ
ジュニア

　９：００～１７：００

　９：００～１７：００

８００名

全豊田訓練生総合競技大会 １５０名

大学生

中学生

　９：００～１７：００

豊田市運動公園体育館

　９：００～２１：００

豊田市運動公園体育館

　９：００～１７：００

　９：００～１７：００

　９：００～２１：００

豊田市地域文化広場

２５００名

８００名

８００名

　９：００～２１：００

スカイホール豊田

スカイホール豊田（メイン）

　９：００～２１：００

会議室１含む

スカイホール豊田　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊田市運動公園体育館
　９：００～２１：００

旭総合体育館

豊田市運動公園体育館

　９：００～２１：００豊田市運動公園体育館

会議室１含む

１６００名

４面のみ

　９：００～１７：００

　９：００～２１：００

第２６回愛知県ジュニア
バスケットボール選手権大会

高校生 ８００名 　９：００～１７：００ （会場変更あり）

ジュニア

トヨタ自動車アンテロープ　ｖｓ　三菱電機コアラーズ　　　 　１３：００～

連

豊田市民総合体育大会
（トーナメント戦）

体

体

支

体

市民選手権リーグ大会（後期）

第２０回　　ＷＪＢＬ豊田大会
Wリーグ　セミファイナル

体

支

支

体

有料

　９：００～１７：００

支

第７回全国ジュニア
バスケットボール選手権大会

支

第１２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４４回西三河ミニバスケットボール教室
交歓会

支

第２０回　　ＷＪＢＬ豊田大会

体

支

支

支

体

第　３回　　Ｂ１リーグ豊田大会

支

愛知県社会人選手権大会

一般 　５／２０　（日）

豊田市運動公園体育館

高校生

高校生

一般

５００名

２２００名

一般 スカイホール豊田

一般

　９：００～１７：００

　９：００～２１：００

　９：００～２１：００

ジュニア
（中学生）

６００名

　９：００～２１：００１１／２５　（日）

　９：００～２１：００

会場準備９：００～２１：００　　※試合開始は１３：００～

小学生

中高校生

　９：００～２１：００

一般

有料

５００名

ミニ
ジュニア

８００名

１１００名

　９：００～２１：００

第１０回フライト杯バスケットボール大会 １２００名 豊田市運動公園体育館
柳川瀬体育館

　９：００～２１：００中学生

５００名

　９：００～２１：００

　９：００～２１：００

５００名

　３／１７　（日）

第２０回　　ＷＪＢＬ豊田大会 有料

　９：００～１７：００
　２／１６　（土）

会議室含む

　９：００～２１：００

高岡公園体育館５００名第２８回豊田カップ
ミニバスケットボール大会
第２５回豊田カップ
ジュニアバスケットボール大会

ミニ
ジュニア

会議室１含む

（会場変更あり）

（日時・会場変更あり）

（日時・会場変更あり）

（日時・会場変更あり）

※高岡・柳川瀬は～１７：００まで

会議室１・２・３含む

トヨタ紡織サンシャインラビッツ　ｖｓ　山梨クィーンビーズ　　１５：３０～

会議室１・２・３含む

豊田市運動公園体育館

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 

猛暑による熱中症防止のため大会中止（延期） 

猛暑による熱中症防止のため大会中止（延期） 


