
　事　業　名 対象 月　　日 時　　間 会　　場 備　　考
豊田市総合体育館 桜花学園ｖｓ東京成徳高
オープニングイベント トヨタアルバルク　ｖｓ　アイシンシーホース

第２７回愛知県視聴覚障害者 審判・ＴＯ

体育大会
バスケットボールクリニック

　６／　２　（土） 厚生労働大臣杯争奪第２１回
　６／　３　（日） 日本車椅子ﾂｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
　４／２２　（日） 　９：００～１５：００ 保見中・猿投台中（男子）

協 春季選手権大会 中学生 　４／２８　（土） 　９：００～１５：００ 竜神中・末野原中（女子）
（トーナメント戦） 　４／２９　（日） 　９：００～１５：００ 末野原中学校体育館

体 審判講習会 一般 　５／１２　（土） １８：３０～２０：３０ 豊田地域文化広場
　５／１３　（日） 　９：００～２１：００ 豊田市運動公園体育館
　５／２０　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場 ５／２７（日）大会なし
　６／１０　（日） 　９：００～２１：００ 豊田市運動公園体育館 ６／　３（日）大会なし

一般 　６／１７　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場
　６／２４　（日） 　９：００～２１：００ 豊田市運動公園体育館

体 市民総合体育大会 　７／　１　（日） 　９：００～１７：００ 豊田地域文化広場
　７／　８　（日） 　９：００～１７：００ 豊田市運動公園体育館

（トーナメント戦） 　７／１５　（日） 　９：００～１７：００ 豊田地域文化広場
　７／２８　（土） 　９：００～１７：００ スカイホール豊田 第２８回大会
　７／２９　（日） 　９：００～１７：００ 豊田西部・柳川瀬体育館
　７／２８　（土） 　９：００～１７：００ 豊田・豊田西高校体育館
　７／２９　（日） 　９：００～１７：００ 豊田高校体育館
　８／２５　（土） 　９：００～１７：００ 保見中・猿投台中（男子）

中学生 　８／２６　（日） 　９：００～１７：００ 竜神中・末野原中（女子）
　９／　２　（日） 　９：００～１７：００ 末野原中学校体育館 （日時・会場変更あり）
　７／２０～２４ １３チーム参加（リーグ戦）
（５日間） 観戦無料

第４回ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ教室

交歓会（久永杯）
バスケットボール トーナメント（８チーム）
男子新リーグ発足記念大会 準決勝１試合

　９／　２　（日） 　９：００～２１：００ 豊田市運動公園体育館
　９／　９　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場
　９／１６　（日） 　９：００～２１：００ 柳川瀬体育館
　９／２３　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場

協 市民リーグ大会 一般 　９／３０　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場
（リーグ戦） １０／　７　（日） 　９：００～２１：００ 柳川瀬体育館

１０／１４　（日） 　９：００～２１：００ 柳川瀬体育館
１０／２１　（日） 　９：００～２１：００ 豊田市運動公園体育館
１０／２８　（日） 　９：００～２１：００ 柳川瀬体育館
１１／　４　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場
１１／１１　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場
１１／１８　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場

第３回 一般 愛知バスケットボール協会
ｼﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 （女性） 女性連盟
第５回　東海ママさん 一般 愛知バスケットボール協会
バスケットボール交歓会 （女性） 女性連盟
５ｔｈ　
フレンドシップｹﾞｰﾑ
第９回　 １２／１５　（土） トヨタアンテロープ　ｖｓ　日立ハイテクノロジー スカイホール豊田
　ＷＪＢＬ豊田大会 １２／１６　（日） 日立ハイテクノロジー　ｖｓ　トヨタアンテロープ １試合　１３：００～

１２／２２　（土） 　９：００～１７：００ 保見中・猿投台中（男子）
協 久永杯争奪戦 中学生 １２／２３　（日） 　９：００～１７：００ 竜神中・末野原中（女子）
（トーナメント戦） １２／２４　（月） 　９：００～１７：００ 末野原中学校体育館 （日時・会場変更あり）
第９回　 　１／２６　（土） デンソー　ｖｓ　富士通　　ＪＯＭＯ　ｖｓ　トヨタ スカイホール豊田
　ＷＪＢＬ豊田大会 　１／２７　（日） 富士通　ｖｓ　デンソー　　トヨタ　ｖｓ　ＪＯＭＯ ２試合　

体 審判講習会 一般 　２／　２　（土） １８：３０～２０：３０ 豊田地域文化広場
　２／　３　（日） 　９：００～２１：００ 豊田市運動公園体育館
　２／１０　（日） 　９：００～２１：００ 豊田市運動公園体育館
　２／１７　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場

体 市民選手権大会 一般 　２／２４　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場
（トーナメント戦） 　３／　２　（日） 　９：００～２１：００ 豊田地域文化広場

　３／　９　（日） 　９：００～１７：００ 豊田市運動公園体育館
　３／１６　（日） 　９：００～１７：００ 豊田市運動公園体育館
　３／２３　（日） 　９：００～１７：００ 豊田市運動公園体育館

第１回　 　２／　９　（土） トヨタアルバルク　ｖｓ　三菱メルコドロフィンズ スカイホール豊田
男子新リーグ豊田大会 　２／１０　（日） 三菱メルコドロフィンズ　ｖｓ　トヨタアルバルク １試合　１３：００～
第１回豊田市ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 　２／１０　（日）
教室交流試合 　２／１１　（月）
ミニ新人戦 　３／　１　（土） 豊田市運動公園 第２２回大会
（トーナメント戦） 　３／　２　（日） スカイホール豊田

　３／２５～２７
（３日間） （日時変更あり）

豊田カップ 中学生 　３／２９　（土） ミニ（第１７回）・ジュニア（第１４回）
（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ・ﾘｰｸﾞ戦） 小学生 　３／３０　（日） 交歓会

豊田バスケットボール協会　ホームページアドレス www 013.upp.so-net.ne.jp/tbba/
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小学生

小学生 　８／２６　（日） 　９：００～１７：００

　９：００～１７：００

高校生

スプリングフェスティバル

　９：００～１７：００

　９：００～１７：００

　９：００～１７：００

小学生

小学生

高校生

１０／２１　（日） 　９：００～２１：００

中学生 １１／１１　（日） 　９：００～２１：００ ジュニア交歓会

　９：００～１７：００

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

豊田市西部体育館

スカイホール豊田

スカイホール豊田

協 　４／　８　（土） 　９：００～１３：００ 高岡公園体育館

スカイホール豊田

スカイホール豊田

スカイホール豊田

スカイホール豊田

ボールゲームフェスタ

ﾂｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

Ｗリーグサマーキャンプ

スカイホール豊田　９／２９　（土） 　９：００～１７：００

豊田市運動公園体育館

体；豊田市体育協会事業　　協；豊田バスケットボール協会事業＆支援事業


