
平成２１年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告
対　象 参加チーム数 月　　日 会　　場 備　　考

男子　２３チーム 　４／１９　（日） 保見中・猿投台中（男子） 優勝 朝日丘中 猿投中
協 春季選手権大会 中学生 女子　２３チーム 　４／２５　（土） 竜神中・末野原中（女子） 準優勝 足助中 末野原中
（トーナメント戦） 　　　　４６チーム 　４／２６　（日） 末野原中学校体育館 ３位 美里中・豊南中 美里中・高橋中

体 審判講習会 一般 　５／　９　（土） スカイホール豊田
　５／１０　（日） スカイホール豊田 （男子） （女子） 新規登録チーム
　５／１７　（日） 柳川瀬体育館 優勝 トリプルダブル トヨタマインドパース 男子；ザン、２ndＷＩＮＧ、ＫＡＴＥＲＵＹＡ、Ｄ・Ｍ・Ｃ

男子　６３チーム 　５／２４　（日） 柳川瀬体育館 準優勝 元町プロライン フライデー 女子；なし
一般 女子　１１チーム 　５／３１　（日） 西部体育館 ３位 ＹＯＵ サブリナ 参加辞退チーム；Real、ｸﾛｰｽﾞ&ｸﾗﾌﾄ、PALZE

　　　　７４チーム 　６／　７　（日） 柳川瀬体育館 ４位 フライトスポーツ ヘイナ 未登録参加チーム
体 市民総合体育大会 　６／１４　（日） 豊田地域文化広場 男子；ＢＬＩＴＺ、
（トーナメント戦） 　６／２１　（日） 柳川瀬体育館 女子；WITH、レオパルド

男子　　９チーム 　８／２９　（土） 高岡公園体育館 優勝 中山小 平井小
女子　３３チーム 　８／３０　（日） 豊田市運動公園体育館 準優勝 山之手小 童子山小
　　　　４２チーム ３位 大林小 高嶺小・挙母小
男子　１７チーム 　７／１９　（日） 豊田工業高校体育館 優勝 名鉄学園杜若高校 豊野高校
女子　１３チーム 　７／２５　（土） 豊田・豊田西高校体育館 準優勝 豊田西高 豊田高校
　　　　３０チーム 　７／２６　（日） 豊田高校体育館 ３位 科技高豊田・南山国際高 豊田西高・豊田東高
男子　２３チーム 　８／２２　（土） 保見中・猿投台中（男子） 優勝 崇化館中 美里中
女子　２４チーム 　８／２３　（日） 竜神中・高岡中（女子） 準優勝 美里中 猿投中
　　　　４７チーム 　８／２９　（土） 竜神中学校体育館 ３位 高橋中・豊南中 逢妻中・高橋中

　７／　２　（木） 審判協力
　７／　３　（金）

体 審判講習会 一般 　８／２２　（土） 豊田市運動公園体育館
　８／２３　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子） 未登録参加チーム
　３／３０　（日） 柳川瀬体育館 優勝 元町プロライン ポスタライズ 男子１チーム；EXTREME

体 市民選手権大会 一般 男子　６４チーム 　９／１３　（日） 豊田地域文化広場 準優勝 トリプルダブル トヨタマインドパース 女子チーム；なし
（トーナメント戦） 女子　１１チーム 　９／２０　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ポイントゲッター サブリナ 参加辞退チーム

　　　　７５チーム １０／　４　（日） 柳川瀬体育館 ４位 ＹＯＵ トヨタサン パルズ、
１０／１１　（日） 柳川瀬体育館
　９／　３　（木） 審判協力
　９／　４　（金）

一般教室　１２チーム 　９／１２　（土） 柳川瀬体育館 一般教室・・・・優勝；挙母教室Ａ　　準優勝；挙母教室Ｂ　　３位；逢妻教室Ａ・逢妻教室Ｂ
強化男子　１１チーム 　９／１３　（日） 高岡公園体育館 強化男子・・・・１位；ＫＢＢ　２位；東海　３位；豊田・ＵＤＡ１　　　強化男子Ｊｒ・・・・１位；クラウン　２位；ＫＢＢ２　３位；東海２
強化女子　１１チーム 強化女子・・・・１位；豊田　２位；ＫＢＢ　３位；東海・ミラクル　　　強化女子Ｊｒ・・・・１位；ＵＤＡ２　２位；東海２　３位；ＫＢＢ２

第５回　愛知シニア女性 一般 一般；フライデー、蒲郡ママ、サラダボール、４２０、他
バスケットボール大会 （女性） シニア；ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮ　他

１０／１８　（日） スカイホール豊田 （男子） １位 ２位 ３位 新規登録チーム＜男子＞
１０／２５　（日） 柳川瀬体育館 １部 元町クラブ ＹＯＵ ポイントゲッター ザン、２ndＷＩＮＧ、ＫＡＴＥＲＵＹＡ、Ｄ・Ｍ・Ｃ
１１／　１　（日） 柳川瀬体育館 ２部 ポスタライズ Ｇ・ヒート ＴＭＨ ＢＬＩＴＺ、

男子　６４チーム １１／１５　（日） 柳川瀬体育館 ３部 トリプルダブル ゴリラ Ｗ・クラッチ
協 市民リーグ大会 一般 女子　　９チーム １１／２２　（日） 柳川瀬体育館 ４部 アベンシス スタイリッシュ レミーズ
（リーグ戦） ｼﾆｱ　　３チーム 　１／１０　（日） 柳川瀬体育館 ５部 ＣＲ０ＷＳ＆ＣＲＡＦＴ ファーストブレーカー フジフェニックス

　　　　７６チーム 　１／２４　（日） 豊田市運動公園体育館 ６部 ＰOSITIVES VOLONCESTA ＲＯＣＫＥＴＳ
　２／１４　（日） 柳川瀬体育館 ７部 Ｒｅｍｉｘ NO　Mark Ｆ・Ｓ・Ｃ
　２／２１　（日） 豊田市運動公園体育館 （女子） １位 ２位 ３位 ＜女子＞なし
　３／　７　（日） スカイホール豊田 ポスタライズ トヨタマインドパース トヨタサン
　３／１４　（日） スカイホール豊田 Ⅰ部 ４位 ５位 ６位

ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ サブリナ ファーストブレーカー
第１１回　 １０／２６　（土） 三菱電機　７８－６６　デンソー、トヨタ自動車　５９－５８　シャンソン化粧品 前座（男子）　瀬戸ミニ　３６－４０　豊田市ミニ
　ＷＪＢＬ豊田大会 １０／２７　（日） デンソー　６２－４８　三菱電機、　シャンソン化粧品　８１－７５　トヨタ自動車 前座（女子）　岡崎子ども　１２－６２　豊田市ミニ

（男子） （女子） （男子　１・２年生）
男子　１７チーム １１／　７　（土） 優勝 高　杉 Jr Toyota　Ｗｉｎｄｓ　Ａ Ａｌｗａｙｓ Ｂ
女子　　８チーム １１／　８　（日） 準優勝 シェンロン　Jr 安城ﾚｯｽﾞ ｽｺｰﾋﾟｵﾝｽ Ｂ
　　　　２５チーム ３位 蒲郡　Jr　・Ａｌｗａｙｓ　Ｊｒ  三　泗　・Ｗｉｎｄｓ Ｂ  高　杉 Ｂ　・若　葉 Ｂ
男子　２３チーム １２／１９　（土） 保見中・猿投台中（男子） 優勝 崇化館中 美里中

協 久永杯争奪戦 中学生 女子　２４チーム １２／２０　（日） 竜神中・末野原中（女子） 準優勝 豊南中 豊南中
（トーナメント戦） 　　　　４７チーム １２／２３　（水） 竜神中学校体育館 ３位 末野原中・美里中 高橋中・益富中
第１１回　 　１／１６　（土） トヨタ紡織　５３－５８　エバラ、　　トヨタ自動車　６９－６８ 　アイシンＡＷ 前座（女子）　ﾐﾗｸﾙ・ｶﾛｰﾗ　８５－２５　ＫＢＢﾌｪｱﾘｰｽﾞ
　ＷＪＢＬ豊田大会 　１／１７　（日） トヨタ紡織　４３－７４　日立ハイテク、　アイシンＡＷ　７０－８３ 　トヨタ自動車 前座（男子）　ｸﾗｳﾝ・ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ　５９－１３　ＫＢＢﾌｧﾙｺﾝｽﾞ
JBL2009-2010　 　１／３０　（土） アイシン　６６－５３ 　トヨタ自動車
　豊田大会 　１／３１　（日） アイシン　８３－７５ 　トヨタ自動車

男子　　９チーム 一般教室男子・・・・１位；挙母　２位；五ヶ丘　３位；逢妻、高岡　　　　一般教室女子・・・・１位；逢妻Ａ　　２位；挙母　３位；五ヶ丘、逢妻Ｂ
女子　１０チーム 　　クラブ男子・・・・・１位；豊田A　２位；ＫＢＢ　３位；足助、豊田Ｂ　　　クラブ女子・・・・・・１位；ミラクルＡ　　２位；ＫＢＢ　３位；足助、ミラクルＢ
男子　　５チーム
女子　　３チーム ジュニア男子・・・・１位；豊田Ｊｒ　２位；シェンロンＪｒ　３位；ＫＢＢＪｒ
　　　　２７チーム ジュニア女子・・・・１位；ＷｉｎｄｓＪｒ　２位；益富Ｊｒ　　３位；前林Ｊｒ　

第２４回 男子　　９チーム 　２／２７　（土） 豊田市運動公園体育館 優勝 中山小 高嶺小
豊田市ミニバスケットボール 女子　３３チーム 高岡公園体育館 準優勝 梅坪小 平井小
新人大会（トーナメント戦） 　　　　４２チーム 　２／２８　（日） 高岡公園体育館 ３位 堤小 元城小・大林Ａ
豊田カップ 中学生 男・女　１２チーム 　３／２７　（土） （男子）優勝；豊田Ａ　準優勝；常滑　（女子）優勝；豊田Ｃ　準優勝；瀬戸
（リーグ戦） 男子　　　９チーム （男子）優勝；豊橋　準優勝；大垣　 ３位；豊田

アイシンホームゲーム

　事　業　名 成　績　結　果

小学生

高校生

トヨタスポーツセンター

中学生

支 　　　　　９チーム 　１０／　４　（日）

支
愛知県事業内職業訓練生
体育大会

高校生 　　　　１３チーム
トーエネック、デンソー（Ｂ・Ｃ）、トヨタ自動車（Ａ・Ｂ）、アイシン精機、三菱電機、
三菱重工名航、アイシンＡＷ、ジェイテクト、豊田自動織機、トヨタ紡織、愛知製鋼

豊田市運動公園体育館

支 全豊田訓練生総合競技大会 高校生 　　　　　８チーム トヨタスポーツセンター

体 スカイホール豊田

支 ７ｔｈフレンドシップｹﾞｰﾑ　

デンソー（Ａ・Ｂ）、トヨタ自動車（Ａ・Ｂ）、アイシン精機
アイシンＡＷ、ジェイテクト、豊田自動織機

協
豊田市ミニバスケットボール
教室交歓会（久永杯）

小学生

中学生

柳川瀬体育館

体 スカイホール豊田

協
豊田市スポーツ少年団
バスケットボールチーム
交流試合

小学生

豊田市運動公園体育館
中学生

　２／　６　（土）

　２／　７（日）

体 スカイホール豊田

協 小学生

協 豊田市運動公園体育館
小学生 　３／２８　（日）

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；支援事業



女子　　　９チーム （女子）優勝；豊田　準優勝；豊橋    ３位；ＵＤＡ
小学生 　３／２８　（日）


