
２０１９年度（令和元年度）　　豊田市バスケットボール協会事業結果報告

２０２０．０３．２１現在

事業名(大会名) 対　象 参加チーム数 参加人数 月　　日 会　　場 備　　考

連 一般クラブ連盟　平成３０年度総会 一般 平成３０年度登録；男子５４チーム、女子６チーム（※６０チーム）

協 豊田ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会　平成３０年度総会 全連盟 小学校；４９、中学校；４６、高校；３０、一般；６０、スポーツ少年団；ミニ１６、ジュニア１２、（※２１３チーム）

３１３３名 　４／１９　（金） シーホース三河　７４－７５　川崎ブレイブサンダース

４６０２名 　４／２０　（土） シーホース三河　６６－８３　川崎ブレイブサンダース

　４／１４　（日） 猿投・猿投台・高橋・若園 （男子） （女子）
男子　２３チーム 　４／２１　（日） 猿投台中・朝日丘中 優勝 猿投台中 井郷中
女子　２３チーム 　４／２７　（土） 朝日丘中 準優勝 藤岡南中 高岡中

　　　　４６チーム ３位 美里中・豊南中 崇化館中・若園中
支 バスケットボールクリニック 中学生 女子のみ　 ８０名 　５／１１　（土） 竜神中学校

体 第１回審判講習会 一般 １３５名 　５／１１　（土） 柳川瀬体育館

　５／１２　（日） 柳川瀬体育館 （男子） １位 ２位 新規登録チーム　

　５／１９　（日） 柳川瀬体育館 １部 男子；なし

男子　４５チーム 　５／２６　（日） 西部体育館 ２部 女子；TOYOTA　ＳＵＮ

女子　　６チーム 　６／　２　（日） 柳川瀬体育館 ３部

　　　　５１チーム 　６／　９　（日） 柳川瀬体育館 ４部
　６／３０　（日） 柳川瀬体育館 ５部

プレミア
高岡公園体育館 （男子） （女子）
柳川瀬体育館 優勝 浄水北小 四郷小

男子　１１チーム 豊田市運動公園体育館 準優勝 平和小 大林小
女子　３５チーム １１８８名 高岡公園体育館 ３位 中山小 竹村小

　　　　４６チーム 柳川瀬体育館 ４位 ＊＊＊＊ 古瀬間小

豊田市運動公園体育館

　６／２３　（日） 豊田市運動公園体育館

　６／２９　（土） 猿投台中・猿投中（男子） （男子） （女子）
男子　２３チーム 　６／３０　（日） 朝日丘中・高岡中（女子） 優勝 猿投台中 豊南中
女子　２３チーム １８３６名 　７／　６　（土） 藤岡南中（男子）・高橋中（女子） 準優勝 藤岡南中 梅坪台中

　　　　４６チーム 　７／　７　（日） 藤岡南中（男子）・高橋中（女子） ３位 松平中・朝日丘中 井郷中・高岡中
　７／１３　（土） 高橋中学校体育館

　７／１４　（日） 高橋中学校体育館

　７／　４　（木） 審判協力

　７／　５　（金） ※スポーツセンター第２体育館使用不可のため会場変更

Ｕ１５連盟クラブチーム 男子　１６チーム １９７名 　７／　７　（日） 柳川瀬体育館 ７／７・・・・男子；７チーム、女子；７チーム

プレ・リーグ大会 女子　１６チーム ２３８名 　７／１４　（日） 柳川瀬体育館 ７／１４・・・男子；９チーム、女子；９チーム

男子　１６チーム 　７／２０　（土） スカイホール豊田 優勝 豊田大谷高校 豊田西高校
女子　１３チーム 　７／２７　（土） スカイホール豊田 準優勝 豊田工業高校 豊田南高校

　　　　２９チーム ３位 杜若高・豊田高 豊田高・豊田東高
男子　１６チーム 　７／２５　（木） 優勝 岡崎市立葵中 井郷中
女子　１６チーム 　７／２６　（金） 準優勝 岡崎市立矢作北中 梅坪台中

　　　　３２チーム 　７／２７　（土） ３位 西尾市立鶴城中・安城市立安城南中 岡崎市立六ツ美北中・福岡中

体 第２回審判講習会 一般 ５１名 　８／３１　（土） 豊田市運動公園体育館

　９／　１　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子）
　９／１５　（日） 柳川瀬体育館 優勝 ﾎﾟｲﾝﾄｹﾞｯﾀｰ サブリナ

男子　３８チーム 　９／２２　（日） 柳川瀬体育館 準優勝 ガンバ トヨタサン
女子　　６チーム １１３３名 　９／２９　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ＰＯＳＩＴＩＶＥＳ Ａｎｆａｎｇ

　　　　４４チーム １０／　６　（日） 柳川瀬体育館 ４位 ＴＮＧ トヨタマインドパース

１０／２０　（日） 柳川瀬体育館

１０／２７　（日） 柳川瀬体育館

　８／２９　（木） 審判協力

　８／３０　（金） ※スポーツセンター第２体育館使用不可のため会場変更

ＴＯＹＯＴＡ 　９／　６　（金） 会場準備

Ｕ２５　日本車いすバスケットボール 混合　　８チーム 　９／　７　（土） オフィシャル協力（４名×１２チーム＝４８名）※ＭＣ補助、モップ

選手権大会２０１９ 　９／　８　（日） ※９／８（日）は台風の影響により中止、後片付け

男女混合（教室） 　９／１３　（金） 一般教室男女混合（高学年）・・・・１位；高橋Ａ１、２位；前山Ａ１、３位；挙母Ａ２、逢妻Ａ１

　　２６チーム 　９／１４　（土） 一般教室男女混合（中学年）・・・・１位；高橋Ｂ３、２位；高橋Ｂ２、３位；高橋Ｂ１、前山Ｂ１　一般教室男女混合（低学年）・・・・１位；高橋Ｃ２、２位；高橋Ｃ１、３位；高岡Ｃ１、前山Ｃ１　　　

男子　１０チーム 　９／１５　（日） クラブ男子・・・・・・１位；ジョーズＤ１　２位；ＫＢＢ-Ｄ１　３位；豊田Ｄ１、足助Ｄ２

女子　　５チーム クラブ女子・・・・・・１位；ジョーズＥ１　２位；ジョーズＥ２　３位；ＫＢＢ-Ｅ１、豊田Ｅ１

男子　１１チーム　 　９／１５　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子）
女子　　８チーム １０／　６　（日） 柳川瀬体育館 優勝 ＫＢＢ－Ａ ｼﾞｬﾝﾋﾞｰｽﾞ
　　　　１９チーム １０／２０　（日） 柳川瀬体育館 準優勝 シェンロンＡ 豊田Ｊｒ-A

１０／２７　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ＫＢＢ-B・ＦＭＢＢＣ-A 豊田ベアーズ・Ｗｉｎｄｓ-A
男子　２２チーム 　９／２９　（日） 猿投台、藤岡南、高橋、高岡 優勝 藤岡南中 梅坪台中

中小体連新人戦大会 女子　２１チーム １７４０名 １０／　５　（土） 藤岡南中(男子)・高岡中(女子) 準優勝 益富中 崇化館中

　　　　４３チーム １０／　６　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 みよし北中・竜神中 井郷中・美里中
男子　６チーム 優勝
女子　６チーム 準優勝

　　　　１２チーム ３位
　９／　８　（日） 西部体育館

１０／　６　（日） 豊田地域文化広場

１０／２０　（日） 豊田地域文化広場

１１／　２　（土） 豊田地域文化広場

豊田地域文化広場

柳川瀬体育館

豊田地域文化広場

男子　５３チーム 柳川瀬体育館

女子　５４チーム １１／　９　（土） 柳川瀬体育館

　　　１５２チーム 豊田地域文化広場

柳川瀬体育館

高岡公園体育館

１１／１７　（日） 柳川瀬体育館

男子　２２チーム １２／　８　（日） 衣台高、末野原、上郷、若園 優勝 猿投中学校 豊南中
中学生 女子　２１チーム １７３６名 １２／１４　（土） 竜神中(男子)・朝日丘中(女子) 準優勝 藤岡南中学校 梅坪台中

　　　　４３チーム １２／１５　（日） 若園中学校体育館 ３位 益富中・朝日丘中 竜神中・上郷中
男子　1２チーム １２／２０　（金） 優勝 ＮＥＸＳＵＭ／犬山 名古屋／平成

ミニ 女子　12チーム ５００名 １２／２１　（土） 準優勝 西尾／ジョーズ 新居／佐織

　　　　24チーム １２／２２　（日） ３位 豊田／豊田 豊田／立田
　１／　５　（日）

　１／　６　（月）

　１／　７　（火）
　１／　８　（水）

体 審判講習会 一般 ２０名 　1／１１　（土） 豊田市運動公園体育館

　１／１２　（日） 豊田市運動公園体育館 １位 新規登録チーム　

男子　４５チーム 　１／１９　（日） 豊田地域文化広場 ２位 男子；なし

女子　　６チーム ７０４名 　２／　２　（日） 柳川瀬体育館 ３位 女子；TOYOTA　ＳＵＮ

　　　　５１チーム 　２／２３　（日） 柳川瀬体育館 ４位 女子交流戦；

　３／　１　（日） 柳川瀬体育館 ５位
　３／　８　（日） 豊田市運動公園体育館 ６位

男子　２４チーム 　２／　７　（金） 優勝 南部中（豊橋市） 北里中（小牧市）
中学校新人戦 愛知県大会 女子　２４チーム １２７０名 　２／　８　（土） 準優勝 志段味中（名古屋市） 金屋中（豊川市）

　　　　４８チーム 　２／　９　（日） ３位 牟呂中（豊橋市）・小牧西中 葉栗名（一宮）・梅坪台中

男子　　６チーム 　２／　７　（金） 一般教室男子・・・・１位；高橋Ａ１、２位；逢妻Ａ１、３位；高岡Ａ１、前山Ａ１

女子　　８チーム 　２／　８　（土） 一般教室女子・・・・１位；高橋Ｂ１、２位；逢妻Ｂ１、３位；高岡Ｂ１、逢妻Ｂ２

男子　　７チーム 　２／　９　（日） クラブ男子・・・・・・・１位；ジョーズＣ１　２位；足助Ｃ１　３位；ジョーズＣ２、足助Ｃ２

女子　　５チーム クラブ女子・・・・・・・１位；豊田Ｄ１　２位；ジョーズＤ１　３位；足助Ｄ１、豊田Ｄ２

　１／１２　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子）
男子　１２チーム　 　１／１９　（日） 豊田地域文化広場 優勝

女子　　８チーム 　２／　２　（日） 柳川瀬体育館 準優勝

　　　　２０チーム 　２／２３　（日） 柳川瀬体育館 ３位
　３／　１　（日） 柳川瀬体育館 ４位
　３／　８　（日） 豊田市運動公園体育館

西部体育館 ※会場準備

柳川瀬体育館

第３４回 男子　１２チーム 高岡公園体育館

豊田市小学校ミニバスケットボール 女子　３１チーム 西部体育館 （男子） （女子）
新人大会（予選ﾘｰｸﾞ・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦） 　　　　４３チーム 柳川瀬体育館 優勝 堤小学校 竹村小学校

高岡公園体育館 準優勝 中山小学校 平和小学校
　２／１６　（日） 高岡公園体育館 ３位 浄水北小・平和小 堤小・井上小

４３４１名 　２／１６　（日） シーホース三河　７５－８３　宇都宮ブレックス

３４１３名 　２／１７　（月） シーホース三河　８４－８８　宇都宮ブレックス

　２／　９　（日） 西部体育館

男子　　９チーム 　２／１６　（日） 豊田市運動公園体育館

女子　　６チーム 　３／１５　（日） 豊田地域文化広場

　　　　１５チーム 　３／２２　（日） 西部体育館/柳川瀬体育館

　３／２９　（日） 豊田地域文化広場

０名 　３／１４　（土）

０名 　３／１５　（日）
　３／１９　（木）

男子　　　チーム 　３／２０　（金）
女子　　　チーム 　３／２１　（土）
　　　　　　チーム 　３／２２　（日）

支 グレードカップ ジュニア 　０名 　３／２１　（土） 豊田地域文化広場 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として大会を中止

男子　　　チーム 　３／２４　（火） 豊田市運動公園・柳川瀬体育
館 優勝

女子　　　チーム 　３／２５　（水） 豊田市運動公園・柳川瀬体育
館 準優勝

　　　　　　チーム 　３／２６　（木） 豊田市運動公園・柳川瀬体育
館 ３位

男子　　　チーム 　３／２７　（金） 豊田市運動公園・柳川瀬体育
館 優勝

女子　　　チーム 準優勝

　　　　　　チーム ３位
男子　　　チーム 優勝
女子　　　チーム 準優勝

　　　　　　チーム ３位
一般女性 一般

バスケットボール冬季大会 （女性）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策および拡散防止のため中止

台風１９号接近に伴い、１０／１２（土）の大会を中止、１０／１３（日）は高岡公園体育館をキャンセルして
豊田地域文化広場にて男女交流戦を実施した。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として３月の大会を中止

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として中止を決定

男子・・・・・・１位；ﾋﾟｭｱ・ﾁｬﾝﾌﾟスU15　２位；J.cube　３位；M.R.Sea Jr　４位；F・M・J

女子

中学生

Ｕ１５（クラブ・Ｂユース）
バスケットボールリーグ戦

ジュニア

第１５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

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として３月の大会を中止したため、順位未確定

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として３月の大会を中止したため、順位未確定

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として２／２３以降の大会を中止（令和２年５月に延期予定）

体
豊田市民総合体育大会
第４０回小学校大会
（予選リーグ・決勝トーナメント戦）

　６／２１　（金）

３１４名男子　 １０チーム

小学生

中学生

高校生

連 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）

（２０名　委任状　３３名）　６０チーム

（４６名　委任状１４８名）１９４チーム

体

一般

中学生

スカイホール豊田

１８３６名

１０／１３　（日） 豊田地域文化広場

トヨタ自動車東日本、トヨタ自動車Ｂ、ジェイテクト、アイシン精機、デンソーＢ、
豊田自動織機、愛三工業、愛知製鋼、日野自動車、アイシンＡＷ、トヨタ自動車
Ａ

スカイホール豊田

当初予定の久永杯は熱中症防止のため、小学校市民総体に譲渡して
一般クラブ連盟の市民総体の夜間の時間帯を利用して開催

７９５名

６７２名

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

関東選抜Ａ、北海道・東北選抜、東海北陸選抜、東京・甲信越選
抜、中国・四国選抜、関東選抜Ｂ、九州選抜、近畿選抜

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

三好公園総合体育館

Ｂ.League　Ｕ１５　Championship2020

第４回　　Ｂリーグ豊田大会

支

支

第２６回愛知県ジュニア
バスケットボール選手権大会

支

中小体連総合体育大会支

愛知県事業内職業訓練生
体育大会

支

連

中学生

全豊田訓練生総合競技大会支

体 市民総合体育大会（トーナメント戦）

小学生

高校生

０名

１１／　３　（日）

豊田市運動公園・柳川瀬体育
館

１１／１６　（土）

０名

ジュニア

高校生

高岡公園体育館

豊田市運動公園体育館

有料

新型コロナウイルス感染拡大防止対策および拡散防止のため中止

豊田地域文化広場

　３／２８　（土）

スカイホール豊田

柳川瀬体育館

成　績　結　果

　４／１３　（土） スカイホール豊田

※新ルール説明

竜神中、朝日丘中、高橋中、猿投中、前林中、南山国際中、美里中、保見中、藤岡中、末野原中＜アンテロープス；森、脇、山本、三好、水島、安間、川村、西澤＞

トヨタ自動車アンテロープ　　－　　新潟アルビレックスＢＢラビッツ
新型コロナウイルス感染拡大防止対策および拡散防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として３月の大会を中止

豊田市運動公園・柳川瀬体育
館

１６５５名

０名

１２０２名

６２１名

０名

スカイホール豊田

中小体連総合体育大会
（西三河大会）

豊田市民総合体育大会
（トーナメント戦）

一般

理事長杯争奪市民選手権大会
（トーナメント戦）

一般

トヨタ自動車アンテロープ　　－　　新潟アルビレックスＢＢラビッツ

スカイホール豊田

２４０名

８４０名

スカイホール豊田

第１１回フライト杯
バスケットボール大会

　２／１４　（金）

　２／１５　（土）

中学生

小学生

９２２名

９５６名

男子　３５チーム

１７ｔｈフレンドシップｹﾞｰﾑ ジュニア

第１５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）

支

連

第２１回　　ＷＪＢＬ豊田大会

一般
全日本社会人
バスケットボール選手権大会

女子　　　０チーム

有料

中学生

中学生

ミニ

ジュニア

中学生

男子　　１１チーム

有料

　６／２２　（土）

１３８５名

支

体

支

市民選手権リーグ大会（後期）

７８０名

１３２名

第４５回
西三河ミニバスケットボール教室
交歓大会（プレ）

６５０名

第２６回豊田カップ
ジュニアバスケットボール大会

連

体

支

連

１６５名

第２９回豊田カップ
ミニバスケットボール大会

体

支

９０２名

第５回　　Ｂリーグ豊田大会

連

女子・・・・・・１位；J.Sphere　２位；ﾌﾞﾙｰｲｰｸﾞﾙｽ　３位；ポラリス　４位；MOGA　SOL　

支

※１２/２１と２２で参加チームが異る。

支

支

支

一般

ジュニア

支

３／２９　（日）

　３／２９　（日）

第２回愛知県社会人選手権大会 一般

１１／　４　（月）

ジュニア ０名

支

体

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


