
２０２０年度（令和２年度）　　豊田市バスケットボール協会事業結果報告

2021.04.01.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　令和元年度総会 一般 令和元年度登録；男子３８チーム、女子６チーム（※４４チーム）
協 豊田市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会　令和元年度総会 全連盟 小学校４６、中学校４６、高校２９、一般４４、スポーツ少年団；ミニ１６、ジュニア１２（１９３チーム）

　６／２６　（金） ※小学校総合大会中止による変更
　６／２７　（土）
　６／２８　（日）

男子　　１２チーム 　９／　６　（日） 豊田地域文化広場 会議室なし
女子　　　４チーム 　９／１３　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む

　９／２０　（日） 高岡公園体育館 会議室含む
　９／２７　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
１０／　４　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む

男子　　３０チーム １１／　１　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む
女子　　　６チーム ４３２名 　１／２４　（日） 柳川瀬体育館 緊急事態発令により中止・延期　会議室含む（キャンセル）
　　　　　３６チーム 　２／　７　（日） 豊田市運動公園体育館 緊急事態発令により中止・延期　会議室含１む（キャンセル）

　２／１４　（日） 柳川瀬体育館 緊急事態発令により中止・延期　会議室含む（キャンセル）
　３／１４　（日） 豊田地域文化広場 会議室なし
　３／２８　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む　 ※予備日

第１７回豊田市スポーツ少年団 男子　　　４チーム 　９／１１　（金） 会場準備；会議室１含む

ミニバスケットボール大会 女子　　　４チーム 　９／１２　（土）
（久永杯） 　　　　　　８チーム 　９／１３　（日）

　９／１２　（土） 豊田市地域文化広場 会議室なし　※大会中止（キャンセル）
男子　　　６チーム 　９／１９　（土） 柳川瀬体育館 会議室含む

１０／１０　（土） 豊田市地域文化広場 会議室なし　※大会中止（キャンセル）
　９／２０　（日） 高岡公園体育館

第１５回豊田市スポーツ少年団 男子　　１１チーム 　９／２７　（日） 柳川瀬体育館
ジュニアバスケットボール交流大会 女子　　１１チーム １０／　３　（土） スカイホール豊田（サブホール）
（久永杯） 　　　　　２２チーム １０／　４　（日） スカイホール豊田（サブホール）

男子　　　６チーム １０／　３　（土）
女子　　　６チーム １０／　４　（日）
男子　　２４チーム １０／１０　（土） ※GO TOトラベルキャンペン
女子　　２４チーム １０／１１　（日） （豊田市旅館組合主催）
男子　　　６チーム １０／１７　（土） 柳川瀬）会議室含む
女子　　　６チーム １０／１８　（日） 地域文）会議室なし　※両日２会場開催
男子　　１２チーム １０／３０　（金） 会場準備　※大会中止（キャンセル）

東海学生バスケットボール選手権大会 女子　　１２チーム １０／３１　（土）
※大会変更 　　　　　２４チーム １１／　１　（日）

豊田地域文化広場 地域）会議室なし
高岡公園体育館 高岡）会議室含む　※２会場開催

男子　　６４チーム スカイホール豊田（サブホール） ※９：００～１７：００キャンセル、夕方より会場準備

女子　　６４チーム 豊田地域文化広場 地域）会議室なし
　　　　１２８チーム 高岡公園体育館 高岡）会議室含む　※３会場開催

スカイホール豊田（サブホール）
豊田地域文化広場 会議室なし
柳川瀬体育館 会議室含む　※キャンセル忘れ

男子　　　１８ーム １１／１４　（土） 柳川）１４日会議室含む、１５日キャンセル

女子　　　　６ーム １１／１５　（日） 地域）両日会議室なし　※両日２会場開催

支 第３回愛知県社会人選手権大会 一般 男・女　　　８チーム １２０名 １１／２２　（日） 豊田地域文化広場 会議室なし
１１／２６　（木） 前日練習中止のため会場準備日変更
１１／２７　（金） 会場準備；９：００～
１１／２８　（土） 山梨８０－５８滋賀銀行    三菱電機８４－３３日本経済大
１１／２９　（日） トヨタ自動車１２３－３３ひらまつ病院　   デンソー７７－５６山梨　　　　　　

豊田市民総合体育大会 男子　　１５チーム １２／１９　（土） 優勝 豊田大谷高校 豊田南高校
（トーナメント戦） 女子　　１０チーム １２／２０　（日） 準優勝 杜若高校 豊田西高校

　　　　　２５チーム ３位 豊田高・豊田工高 豊野高・豊田東高
１２／　５　（土） 会議室含む
１２／２０　（日） 会議室含む
　１／１７　（土） 西部体育館 緊急事態発令により中止　　　　　会議室含む　※駐車場；逢妻運動広場（キャンセル）

男子　　２４チーム 　１／２３　（土） 高岡公園体育館 緊急事態発令により中止　　　　　会議室含む（キャンセル）
女子　　２４チーム 　２／　６　（土） 柳川瀬体育館 緊急事態発令により中止　　　　　会議室含む（キャンセル）
　　　　　４８チーム 　２／　７　（日） 高岡公園体育館 緊急事態発令により中止　　　　　会議室含む（キャンセル）

　２／１３　（土） 高岡公園体育館 緊急事態発令により中止　　　　　会議室含む（キャンセル）
　２／１４　（日） 高岡公園体育館 緊急事態発令により中止　　　　　会議室含む（キャンセル）
　２／２０　（土） 高岡公園体育館 （男子） （女子） 緊急事態発令により中止　　　　　会議室含む（キャンセル）

男子　　２０チーム １２／１２　（土） 保見、足助、益富、末野原、高岡、井郷、竜神、朝日丘 優勝 梅坪台中 若園中 大会１日目は８会場
連 中学生 女子　　１９チーム ５８５名 １２／１３　（日） 保見中、益富中、若園中、竜神中 準優勝 前林中 竜神中 大会２日目は４会場

　　　　　３９チーム １２／１９　（土） 猿投台中、朝日丘中 ３位 浄水中・美里中 豊南中・浄水中 大会３日目は２会場（女子は若園中から朝日丘中に変更）
男子　　　４チーム １２／２５　（金） 会場準備、会議室含む
女子　　１０チーム ２２５名 １２／２６　（土） 高岡公園体育館
　　　　　１４チーム １２／２７　（日）

　１／１５　（金） 会場準備
３４５名 　１／１６　（土）
３６８名 　１／１７　（日）

　１／２８　（木） パネル吊り上げ準備他
　１／２９　（金） 会場準備

１４４５名 　１／３０　（土） シーホース三河　83－69　秋田ノーザンハピネッツ　
１５５５名 　１／３１　（日） シーホース三河　75－84　秋田ノーザンハピネッツ　

協 愛知県Ｕ１３ＤＣ練習会 中学生 ８０名 　２／２１　（日） 柳川瀬体育館 会議室含む（キャンセル）
　２／１９　（金） 会場準備

５０２名 　２／２０　（土）
５３７名 　２／２１　（日）

　２／２６　（金） 会場準備
９３５名 　２／２７　（土）
８３５名 　２／２８　（日）

　３／　４　（木） 会場準備
　３／　５　（金）

７１８名 　３／　６　（土） ００：００～試合開始
７１６名 　３／　７　（日） ００：００～試合開始

男子　　　９チーム 　３／　６　（土） 豊田地域文化広場
女子　　　８チーム 　３／　７　（日） 豊田市運動公園体育館 会議室１・２・３含む
男子　　　６チーム 　３／　６　（土） 豊田地域文化広場
女子　　　５チーム 　３／　７　（日） 豊田市運動公園体育館
男子　　　５チーム
女子　　　５チーム
男子　　　チーム
女子　　　チーム

支 グレードカップ（交流戦） ジュニア 女子　　４チーム 　４３名 　３／２０　（土） 豊田地域文化広場
会議室含む

男子　　　１６チーム 優勝 市立桜丘中学校 Ｊ.Sphere 会議室含む
女子　　　１６チーム 　３／２５　（木） 準優勝 小牧市立小牧西中学校 瀬戸市立南山中学校 会議室含む　
　　　　　　３２チーム 　３／２６　（金） ３位 岡崎市立甲山中学校 瀬戸市立水無瀬中学校 旭）会議室は９時～１７時含む
男子　　　５チーム 優勝 瀬戸ミニ 豊田ミニ 会議室１含む、会議室２は９時～１７時
女子　　　７チーム 準優勝 不二ミニ 不二ミニ
　　　　　１２チーム ３位 西尾ミニ・カクタス 平成ミニ・瀬戸ミニ
男子　　　５チーム 優勝 豊橋ミニ 豊田ミニ 会議室１含む、会議室２・３は９時～１７時
女子　　　７チーム 準優勝 半田ミニ 吉田方ミニ
　　　　　１２チーム ３位 ＵＤＡ・豊田ミニ ＵＤＡ・半田ミニ
男子　　　８チーム 優勝 瀬戸Ａ 会議室含む、多目的ルームは９時～１７時
女子　　　６チーム 準優勝 瀬戸Ｂ 会議室、多目的ルーム含む
　　　　　１４チーム ３位 瀬戸Ｊｒ・高杉Ｊｒ ***

柳川瀬体育館

富士通　72－57　 トヨタ紡織　　　デンソー　 66－54　 三菱電機

トヨタ紡織　96－61　山梨ＱＢ　　　　　トヨタ紡織　62-60  山梨ＱＢ
三菱電機　77－62　アイシンＡＷ　　三菱電機　74-54  アイシンＡＷ
デンソー　56－58　トヨタ自動車　　　デンソー　76-66  トヨタ自動車

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止　３／２０　（土）

スカイホール豊田（大会議室） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止　※メールにて採決実施４／ ５　（日）

スカイホール豊田

一般クラブ連盟の大会を中止（コロナ感染拡大防止）事業変更　３／１４　（日） 豊田地域文化広場

会議室１含む

成　績　結　果

豊田市運動公園体育館

（委任状　４４名）　４４チーム
（委任状１９３名）１９３チーム

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本社会人レディースバスケットボール大会(中止）
スカイホール豊田
（メインホール）

３６０名

柳川瀬体育館/豊田地域文化広場

１１０名

ジュニア １２１名

有料

連

８０名

１９２名

１００名

７０名

３３０名

　ジュニア

１４４名

１８０名

　１２０名

ジュニア

女子　　　８チーム

ジュニア

１５３６名

３６０名

０名
（無観客）

豊田市運動公園体育館

スカイホール豊田（メインホール）

１８０名

一般

ジュニア

スカイホール豊田

支 ジュニア交流大会（秋季）

支 １８０名

１１５２名

連

ミニ

支
豊田市ミニバスケットボール教室
クリニック

大学生

新市民トーナメント大会（市民総体）

支 U15バスケットボール交歓会inTOYOTA ジュニア

小中学生

公

2019市民選手権リーグ大会（後期）

第３回愛知県社会人選手権大会

支 １８ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ ジュニア

一般

支

支
第２回
愛知県Ｕ１５クラブ
バスケットボールリーグ大会

ジュニア

協

支
第２８回
愛知県Ｕ１５クラブバスケットボール
選手権大会

ジュニア

支 バスケットボール交流戦 ジュニア

理事長杯争奪市民総合体育大会
（トーナメント戦）

２８６名高校生

支
皇后杯
全日本バスケットボール大会

有料

会議室、多目的ルーム（９～１７時）含む

公
第２２回
Ｗリーグ豊田大会（第９週）

有料

連
第４６回
西三河ミニバスケットボール教室交歓会

ミニ

公
第２２回
Ｗリーグ豊田大会（第１１週）

有料

公
第　５回
Ｂリーグ豊田大会

有料

トヨタ紡織　83－68　 三菱電機　　　トヨタ紡織   62－67　 三菱電機
デンソー　90－62　 アイシンＡＷ　　　デンソー　 70－58　 アイシンＡＷ

１５：１０～試合開始

山梨ＱＢ　70－80　デンソー　　　　　　山梨ＱＢ　43－77　デンソー
アイシンＡＷ　67－81　トヨタ紡織　   アイシンＡＷ　58－68　トヨタ紡織
トヨタ自動車　86－93　三菱電機　    トヨタ自動車　83－75　三菱電機

※両日同カード

支 愛知県バスケットボール国際交流会

※両日同カード
スカイホール豊田

公
第２２回
Ｗリーグ豊田大会（第１２週）

有料
※両日同カード

山梨ＱＢ 53－84　トヨタ自動車　　山梨ＱＢ　43－86　トヨタ自動車

スカイホール豊田(サブ）

２０４名

連 柳川瀬体育館/旭総合体育館
　３／２４　（水）

４８０名

第１２回
フライト杯バスケットボール大会

中学生

連
第２７回豊田カップ
ジュニアバスケットボール大会

公
第２２回Ｗリーグ
セミクォーターファイナル
クォーターファイナル

ミニ

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交流試合（会長杯）

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交流試合（会長杯）

１１／　３　（火）

１０／３１　（土）

１１／　１　（日）

日立ハイテク　44－67　 トヨタ紡織　　三菱電機   73－70　 シャンソン化粧

スカイホール豊田

スカイホール豊田

スカイホール豊田

衣台高・豊田高・
豊田西高・豊田南高

柳川瀬体育館/豊田地域文化広場

スカイホール豊田

安城Ｊｒ・豊田Ｊｒ

ミニ
第３０回豊田カップ
ミニバスケットボール大会

連

  ３／２８　（日）１４４名

豊田市運動公園体育館

３／２７　（土）

３／２７　（土）
３／２８　（日）

高岡公園体育館

公；（公財）豊田市スポーツ協会事業 協；協会事業 連；各連盟事業 支；支援事業


