
２０１９．０５．２６訂正

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３０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３０年度総会 全連盟 ６０名 １８：４５～１９：３０

　４／１９　（金） ※４/１７・１８会場準備
　４／２０　（土） ※１９日は１９：０５、２０日は１７：０５
　４／１４　（日） 猿投・猿投台・高橋・若園

体 豊田市民総合体育大会 中学生 １８００名 　４／２１　（日） 猿投台中・朝日丘中
（トーナメント戦） 　４／２７　（土） 朝日丘中

支 バスケットボールクリニック（女子） 中学生 ８０名 　５／１１　（土） 竜神中学校 ０９：００～１２：３０ トヨタ自動車アンテロープス
体 第１回審判講習会 一般 １１０名 　５／１１　（土） 柳川瀬体育館 １７：００～２１：００ 会議室含む

　５／１２　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　５／１９　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　５／２６　（日） 西部体育館 会議室含む
　６／　２　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　６／　９　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　６／３０　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む

高岡公園体育館 会場準備；会議なし
柳川瀬体育館 会場準備；会議室含む
豊田市運動公園体育館 会場準備；会議室１含む
高岡公園体育館 会議室・多目的ルーム含む
柳川瀬体育館 会場準備；会議室含む
豊田市運動公園体育館 会議室１・２・３含む

　６／２３　（日） 豊田市運動公園体育館 会議室１・２・３含む
　６／２９　（土） 猿投台中・藤岡南中（男子）
　６／３０　（日） 朝日丘中・髙橋中（女子）
　７／　６　（土） 未定
　７／　７　（日） 未定
　７／１３　（土） 藤岡南中学校体育館
　７／　４　（木）
　７／　５　（金）

Ｕ１５連盟 　７／　７　（日） 柳川瀬体育館
クラブチームリーグ大会 　７／１４　（日） 柳川瀬体育館
豊田市民総合体育大会 　７／２０　（土） スカイホール豊田 メイン４面のみ
（トーナメント戦） 　７／２７　（土） スカイホール豊田 ※中学校連盟長と調整済み

　７／２５　（木）
２１００名 　７／２６　（金）

　７／２７　（土）
体 第２回審判講習会 一般 １１０名 　８／３１　（土） 豊田市運動公園体育館 １７：００～２１：００ 会議室１含む

　９／　１　（日） 豊田市運動公園体育館 会議室含む
　９／１５　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　９／２２　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　９／２９　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
１０／　６　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
１０／２０　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
１０／２７　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　９／　５　（木）
　９／　６　（金）

ＴＯＹＯＴＡ 　９／　６　（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／　７　（土）
選手権大会２０１９ 　９／　８　（日）
第１６回豊田市スポーツ少年団 　９／１３　（金） １７：００～２１：００ 会場準備；会議室１含む
バスケットボールクラブ連盟 ６００名 　９／１４　（土）
交歓会（久永杯） 　９／１５　（日）

　９／２９　（日） 藤岡南中・猿投台中（男子）
中小体連新人戦大会 １８００名 １０／　５　（土） 朝日丘中・髙橋中（女子）

１０／　６　（日） 藤岡南中学校体育館
１０／１２　（土） 高岡公園・地域文化広場 高岡）会議室・多目的ルーム含む
１０／１３　（日） 高岡公園・地域文化広場 地域）会議室なし　※両日２会場開催
　９／　８　（日） 西部体育館
１０／　６　（日） 豊田市地域文化広場
１０／２０　（日） 豊田市地域文化広場
１１／　２　（土） 豊田市地域文化広場 　９：００～２１：００ 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

１１／　９　（土） 柳川瀬体育館 　９：００～２１：００ 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
高岡公園体育館 会議室含む

１１／１７　（日） 柳川瀬体育館 　９：００～２１：００ 会議室なし
１２／１４　（土） 藤岡南中・猿投台中（男子）

連 理事長杯争奪戦（トーナメント戦） 中学生 １８００名 １２／２１　（土） 朝日丘中・髙橋中（女子）
１２／２２　（日） 藤岡南中学校体育館
１２／２０　（金） １７：００～２１：００ 会場準備；会議室・多目的ルーム含む

ミニ １０００名 １２／２１　（土）
１２／２２　（日）
　１／　５　（日）
　１／　６　（月）
　１／　７　（火） メイン・サブ・武道館
　１／　８　（水）

体 第３回審判講習会 一般 １１０名 　1／１１　（土） 豊田市運動公園体育館 １７：００～２１：００ 会議室１含む
　１／１２　（日） 豊田市運動公園体育館 会議室１含む
　１／１９　（日） 豊田市地域文化広場
　２／　２　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　２／　９　（日） 西部体育館 会議室含む
　２／１６　（日） 豊田市運動公園体育館 会議室１含む
　２／２３　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　３／　１　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
　３／　８　（日） 豊田市運動公園体育館 会議室１含む
　３／１５　（日） 豊田市地域文化広場
　３／２２　（日） 西部体育館 会議室含む
　３／２９　（日） 豊田市地域文化広場
　２／　７　（金） １７：００～２１：００ 会場準備；会議室１含む
　２／　８　（土）
　２／　９　（日）

西部体育館 会場準備；会議室含む
柳川瀬体育館 会場準備；会議室含む

第３４回 高岡公園体育館 会場準備；会議室含む
豊田市小学校ミニバスケットボール 西部体育館 会議室含む
新人大会（予選ﾘｰｸﾞ・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦） 柳川瀬体育館 会議室含む

高岡公園体育館 　９：００～２１：００ 会議室・多目的ルーム含む
　２／１６　（日） 高岡公園体育館 　９：００～２１：００ 会議室・多目的ルーム含む
　３／１３　（金） スカイホール豊田 　９：００～２１：００ 会場準備
　３／１４　（土）
　３／１５　（日）
　３／１９　（木） 会場準備（メイン・サブ）
　３／２０　（金） 研修室１、２、３
　３／２１　（土）
　３／２２　（日）

支 グレードカップ ジュニア 　６０名 　３／２１　（土） 豊田地域文化広場 １３：００～１７：００
　３／２２　（日）
　３／２９　（日）

豊田市運動公園体育館 会場準備；会議室１含む
柳川瀬体育館 会議室含む

　３／２５　（水） 豊田市運動公園体育館 会議室１含む　※２会場で開催
　３／２６　（木） 柳川瀬体育館 会議室含む

豊田市運動公園体育館 会場準備；会議室１・２・３含む
高岡公園体育館 会場準備；会議室含む
豊田市運動公園体育館 会議室１・２・３含む
高岡公園体育館 会議室・多目的ルーム含む
豊田市運動公園体育館 会議室１・２・３含む
高岡公園体育館 会議室・多目的ルーム含む

全日本社会人バスケットボール選手権大
会

　９：００～１７：００

有料

ジュニア

　２／１４　（金） １７：００～２１：００

５００名

（日時・会場変更あり）

　９：００～１７：００

会議室・多目的ルーム含む　９：００～２１：００

４面のみ

１２５０名 スカイホール豊田

　９：００～２１：００

　９：００～２１：００

中学生 １２００名
　３／２４　（火） １７：００～２１：００

　３／２９　（日）

　３／２８　（土） 　９：００～２１：００
ミニ

ジュニア

１７：００～２１：００　３／２７　（金）

１１／１６　（土）

　９：００～１７：００

　６／２１　（金） １７：００～２１：００

　６／２２　（土）

　９：００～２１：００

豊田市運動公園体育館

　９：００～２１：００

中小体連総合体育大会

中学生

２２００名

三好公園総合体育館

５５０名

高岡公園体育館

１８００名

９００名

スカイホール豊田

１１／　３　（日）

４０００名

５００名

連

１６００名

高校生

高校生

一般

ミニ
ジュニア

８００名

支

市民選手権リーグ大会（前期） 一般

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）

小学生

５００名

小学生

一般

一般

１００名

１１００名

（大会議室）

※中学校会場

　９：００～１７：００

　９：００～２１：００

　９：００～１７：００

　９：００～１７：００

　９：００～１７：００ （日時・会場変更あり）

　９：００～１７：００

　９：００～２１：００

会議室含む　９：００～２１：００

中学生

ミニ
ジュニア

　９：００～２１：００ 会議室１含む

柳川瀬体育館

スカイホール豊田

トヨタ自動車アンテロープ　ｖｓ　新潟アルビレックスＢＢラビッツ

　２／１５　（土）

全豊田訓練生総合競技大会

中小体連総合体育大会
（西三河大会）

１５０名

豊田市民総合体育大会
（トーナメント戦）

中学生 ６００名

体 第４回　　Ｂ１リーグ豊田大会 有料 １００００名

２５０名

８００名

体

支 中学生

体

２０１９年度（令和元年）　　豊田バスケットボール協会事業計画（承認済み）

１８００名

一般女性バスケットボール冬季大会

１７ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ

愛知県事業内職業訓練生　体育大会

Ｂ.League　Ｕ１５　Championship2020

　４／１３　（土） スカイホール豊田

シーホース三河　ｖｓ　川崎ブレイブサンダース

三好公園総合体育館

支

支

支

支

体

市民選手権リーグ大会（後期）

第２１回　　ＷＪＢＬ　Ｗリーグ豊田大会

連

第２７回愛知県ジュニア
バスケットボール選手権大会

連

一般

第２９回豊田カップ
ミニバスケットボール大会
第２６回豊田カップ
ジュニアバスケットボール大会

第１１回フライト杯バスケットボール大会

体

第１３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）

連

支

支

支

支

連

支

体

支

協

支

２５００名

高校生

会場準備；大中会議室・多目的・
研修室１，２含む

　９：００～１７：００

　９：００～２１：００

　９：００～２１：００

会議室１含む

（日時・会場変更あり）

　９：００～２１：００

　９：００～２１：００

１６００名

ジュニア

１００００名

　９：００～２１：００

豊田市運動公園体育館

スカイホール豊田

ジュニア

　９：００～１７：００

　９：００～２１：００

１１／　４　（月）

　９：００～２１：００

第２回愛知県社会人選手権大会支 一般 １２００名

一般

第４５回西三河ミニバスケットボール教室
交歓会

　９：００～２１：００

　９：００～２１：００

　９：００～２１：００

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 


