
平成１８年度　　豊田ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 事業結果報告
　事　業　名 対象 参加チーム数 月　　日 会　　場 備　　考
第４９回東海車椅子
ﾂｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ定期大会
春季選手権大会 男子　２３チーム 　４／２２　（土） 保見中・猿投台中（男子） 優勝 益富中 豊南中

協 （トーナメント戦） 中学生 女子　２３チーム 　４／２３　（日） 竜神中・末野原中（女子） 準優勝 猿投台中 崇化館中
　　　　４６チーム 　４／２９　（土） 末野原中学校体育館 ３位 末野原中・美里中 朝日丘中・猿投中

体 審判講習会 一般 　５／１３　（土） 豊田地域文化広場 未登録参加チーム
　５／１４　（日） 豊田市体育館 男子１チーム；ステカセキングス
　５／２１　（日） 豊田市体育館 （男子） （女子） 女子１チーム；ウィズ

男子　５１チーム 　５／２８　（日） 柳川瀬体育館 優勝 フライトスポーツクラブ ポスタライズ
一般 女子　１２チーム 　６／　４　（日） 豊田市運動公園体育館 準優勝 元町ハスラーズ フライトレディース

　　　　６３チーム 　６／１１　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ガンバ トヨタマインドパース
体 市民総合体育大会 　６／１８　（日） 豊田地域文化広場 ４位 Ｇ・ヒート ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ

　７／　２　（日） 豊田市運動公園体育館
（トーナメント戦） 　７／　９　（日） 豊田地域文化広場 （男子） （女子）

男子　１７チーム 　７／２９　（土） 青木小学校体育館 優勝 衣丘小 大林小
小学生 女子　３７チーム 豊田市体育館 準優勝 豊田クラブ 加納小

　　　　５４チーム 　７／３０　（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 ＫＢＢ－Ａ・山之手小 若園小・朝日小
男子　１７チーム 　７／２８　（金） 豊田高校体育館 優勝 名鉄学園杜若高校 豊田西高

高校生 女子　１４チーム 　７／２９　（土） 豊田・豊田西高校体育館 準優勝 豊田西高 豊田高
　　　　３１チーム 　７／３０　（日） 豊田高校体育館 ３位 豊田南高・豊田高専 豊田東高・豊田高専
男子　２３チーム 　８／２６　（土） 保見中・猿投台中（男子） 優勝 足助中 崇化館中

中学生 女子　２３チーム 　８／２７　（日） 竜神中・末野原中（女子） 準優勝 藤岡中 末野原中
　　　　４６チーム 　９／　２　（土） 竜神中学校体育館 ３位 末野原中・高橋中 益富中・朝日丘中

第３回 一般教室　１２チーム 一般教室・・・・優勝；猿投教室１　　　準優勝；挙母教室1
協 ミニバスケットボール教室 小学生 強化男子　　６チーム 強化男子・・・・１位；東海　２位；ＵＤＡ　３位；豊田　　　強化男子Ｊｒ・・・・１位；ＵＤＡ　２位；クラウン　３位；東海Ｊｒ
交歓会（久永杯） 強化女子　　６チーム 強化女子・・・・１位；豊田　２位；東海　３位；ＵＤＡ　　　強化女子Ｊｒ・・・・１位；カローラ　２位；東海Ｊｒ　３位；ＵＤＡ

　９／　３　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） １位 ２位 ３位
　９／１０　（日） 豊田市体育館 １部 ガンバ 元町クラブ ポイントゲッター
　９／１７　（日） 柳川瀬体育館 ２部 ブライアンツ ファンクス フーパーズ

男子　５９チーム １０／　１　（日） 豊田地域文化広場 ３部 ポスタライズ ライトニングアローズ ブルーパーズ
協 市民リーグ大会 一般 女子　１０チーム １０／　８　（日） 豊田地域文化広場 ４部 Ｄ・ブルー Ｗクラッチ ＴＭＨ
（リーグ戦） 　　　　６９チーム １０／１５　（日） 豊田市運動公園体育館 ５部 ゴリラ アベンシス ＢＯＳＥ

１０／２２　（日） 豊田市運動公園体育館 ６部 トリプルダブル リアル リバティ
１０／２９　（日） 豊田市運動公園体育館 ７部 ファーストブレーカー Ｔ．Ｎ．Ｇ ザ・リガリーズ
１１／　５　（日） 豊田地域文化広場 （女子） １位 ２位 ３位
１１／１２　（日） 柳川瀬体育館 Ⅰ部 ポスタライズ サブリナ トヨタマインドパース
１１／１９　（日） 柳川瀬体育館 Ⅱ部 ヘイナ フライデー アップテンポ

第２回 一般 会場確保
ｼﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 （女性）
第８回　 　９／２３　（土） 日本航空　８０－７８　アイシンＡＷ　　　トヨタ　８０－５５　デンソー
　ＷＪＢＬ豊田大会 　９／２４　（日） アイシンＡＷ　７４－７９　日本航空　　　デンソー　４６－９０　トヨタ
４ｔｈ　 男子　　８チーム 優勝 Ａｌｗａｙｓ　Ｊｒ 蒲郡　Jr

協 フレンドシップｹﾞｰﾑ 中学生 女子　　３チーム １１／　４　（土） 柳川瀬体育館 準優勝 シェンロン　Jr Ｔｏｙｏｔａ　Ｗｉｎｄｓ　Jr
　　　　　１１チーム ３位 高杉　Ｊｒ 豊川　Jr

第１７回愛知県ﾐﾆ １１／　３　（金） 豊田市体育館・運動公園体育館 会場確保
協 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ三河大会 小学生 １１／　４　（土） 豊田市運動公園体育館

１１／　５　（日） 豊田市運動公園体育館
男子　２３チーム １２／２３　（土） 保見中・猿投台中（男子） 優勝 足助中 益富中

協 久永杯争奪戦 中学生 女子　２３チーム １２／２４　（日） 高岡中・末野原中（女子） 準優勝 藤岡中 松平中
（トーナメント戦） 　　　　４６チーム １２／２５　（月） 竜神中学校体育館 ３位 美里中・末野原中 高岡中・豊南中

体 審判講習会 一般 　１／２７　（土） 豊田地域文化広場
　１／２８　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子） 未登録参加チーム
　２／　４　（日） 豊田地域文化広場 優勝 元町ハスラーズ ポスタライズ 男子３チーム；ｔ’ｓ、　ＥＸＴＲＥＭＥ、ＷＯＲＳＴ

男子　５７チーム 　２／１１　（日） 柳川瀬体育館 準優勝 ガンバ サブリナ 女子１チーム；ファーストブレイカーズ
体 市民選手権大会 一般 女子　１０チーム 　２／２５　（日） 豊田地域文化広場 ３位 ＹＯＵ トヨタマインドパース
（トーナメント戦） 　　　　６７チーム 　３／　４　（日） 柳川瀬体育館 ４位 ポイントゲッター フライトレディース

　３／１１　（日） 豊田市運動公園体育館 会場確保＆審判協力
　３／１８　（日） 豊田地域文化広場
　３／２５　（日） 柳川瀬体育館 （男子） （女子）

男子　１５チーム 　２／２４　（土）　　 優勝 豊田クラブ 野見小
協 ミニ新人戦 小学生 女子　３７チーム 準優勝 ＫＢＢ－Ａ 朝日小
（トーナメント戦） 　　　　５２チーム 　２／２５　（日） ３位 ＫＢＢ－Ｂ・市木小 市木小・平井小
第３２回西三河ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ小学生 女子　２６チーム 　３／　３　（土） 豊田市運動公園
教室交歓大会 男子　１７チーム 　３／　４　（日） 高岡公園体育館
豊田カップ 中学生 男・女　１２チーム 　３／２４　（土） 高岡公園体育館 （男子Ａ）１位；豊田Ａ　２位；瀬戸　３位；半田 （女子Ｃ）１位；長久手　２位；豊田Ｃ　３位；品野

協 （ﾄｰﾅﾒﾝﾄ・ﾘｰｸﾞ戦） 男子　　　８チーム 高岡公園体育館 （男子Ｂ）１位；豊橋　２位；カクタス　３位；豊田Ｂ （女子Ｄ）１位；豊田Ｄ　２位；ドリームス　３位；半田
小学生 女子　　　８チーム 　３／２５　（日） 堤小学校体育館 （男子）優勝；ＵＤＡ　準優勝；豊田　３位；豊橋　 （女子）優勝；豊田　準優勝；豊橋　３位；平成

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/

豊田市体育館・豊田市運動公
園

成　績　結　果

豊田市体育館

　８／２７　（日） 豊田市運動公園体育館

　９／１０　（日） 豊田地域文化広場

Ａブロック優勝；ＫＩＮＧＳ　Ｂブロック優勝；岐阜エクスプレス　Ｃブロック優勝；信州流星倶楽部一般 　４／１６　（日） 豊田市体育館協 １１チーム

協

協

体

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


