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対　象 参加チーム数 参加人数 月　　日 会　　場 備　　考　事　業　名 成　績　結　果

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 連；各連盟事業 支；支援事業

対　象 参加チーム数 参加人数 月　　日 会　　場 備　　考　事　業　名 成　績　結　果

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 連；各連盟事業 支；支援事業

対　象 参加チーム数 参加人数 月　　日 会　　場 備　　考

男子　２４チーム 　４／２２　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 竜神中 若園中

　事　業　名 成　績　結　果

男子　２４チーム 　４／２２　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 竜神中 若園中

連 春季選手権大会 中学生 女子　２６チーム １４１０名 　４／２８　（土） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 豊南中 竜神中連 春季選手権大会 中学生 女子　２６チーム １４１０名 　４／２８　（土） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 豊南中 竜神中

（トーナメント戦） 　　　　５０チーム 　４／２９　（日） 末野原中学校体育館 ３位 末野原中・足助中 井郷中・益富中

連 春季選手権大会 中学生 女子　２６チーム １４１０名 　４／２８　（土） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 豊南中 竜神中

（トーナメント戦） 　　　　５０チーム 　４／２９　（日） 末野原中学校体育館 ３位 末野原中・足助中 井郷中・益富中（トーナメント戦） 　　　　５０チーム 　４／２９　（日） 末野原中学校体育館 ３位 末野原中・足助中 井郷中・益富中

体 審判講習会 一般 １２０名 　４／１４　（土） 豊田市運動公園体育館体 審判講習会 一般 １２０名 　４／１４　（土） 豊田市運動公園体育館

　４／１５　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子） 新規登録チーム　　４／１５　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子） 新規登録チーム　　４／１５　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子） 新規登録チーム　

　５／１３　（日） 豊田地域文化広場 優勝 トリプルダブル ポスタライズ 男子；ＤＥLＩGHＴ、トライデント　５／１３　（日） 豊田地域文化広場 優勝 トリプルダブル ポスタライズ 男子；ＤＥLＩGHＴ、トライデント

男子　６３チーム 　５／２０　（日） 柳川瀬体育館 準優勝 Ｇ－ＨＥＡＴ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ 女子；なし男子　６３チーム 　５／２０　（日） 柳川瀬体育館 準優勝 Ｇ－ＨＥＡＴ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ 女子；なし

女子　　７チーム 　５／２７　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ポインンゲッター トヨタマインドパース ＜未登録参加チーム＞１２６０名一般 女子　　７チーム 　５／２７　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ポインンゲッター トヨタマインドパース ＜未登録参加チーム＞１２６０名一般 女子　　７チーム 　５／２７　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ポインンゲッター トヨタマインドパース ＜未登録参加チーム＞

　　　　７０チーム 　６／　３　（日） 柳川瀬体育館 ４位 ＫＡＴＥＲＵＹＡ ヘイナ 男子チーム；なし

１２６０名一般

　　　　７０チーム 　６／　３　（日） 柳川瀬体育館 ４位 ＫＡＴＥＲＵＹＡ ヘイナ 男子チーム；なし

　６／１０　（日） 柳川瀬体育館 女子チーム；なし　６／１０　（日） 柳川瀬体育館 女子チーム；なし

　６／１７　（日） 柳川瀬体育館

　６／１０　（日） 柳川瀬体育館 女子チーム；なし

　６／１７　（日） 柳川瀬体育館　６／１７　（日） 柳川瀬体育館

男子　　８チーム 豊田市運動公園体育館 優勝 堤小 高嶺小

体 　７／２８　（土）

市民総合体育大会 男子　　８チーム 豊田市運動公園体育館 優勝 堤小 高嶺小

女子　３０チーム １６５０名 高岡公園体育館 準優勝 市木小 平井小

体 　７／２８　（土）

市民総合体育大会

（トーナメント戦） 小学生 女子　３０チーム １６５０名 高岡公園体育館 準優勝 市木小 平井小

体 　７／２８　（土）

（トーナメント戦） 小学生 女子　３０チーム １６５０名 高岡公園体育館 準優勝 市木小 平井小

　　　　３８チーム 　７／２９　（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 梅坪小・前山小 童子山小・平和小

（トーナメント戦） 小学生

　　　　３８チーム 　７／２９　（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 梅坪小・前山小 童子山小・平和小

男子　１７チーム 豊田工業高校体育館 優勝 豊田大谷高校 豊野高校男子　１７チーム 豊田工業高校体育館 優勝 豊田大谷高校 豊野高校

女子　１３チーム ８３０名 豊田西高校体育館 準優勝 名鉄学園杜若高校 豊田高校

　７／２８　（土）

高校生 女子　１３チーム ８３０名 豊田西高校体育館 準優勝 名鉄学園杜若高校 豊田高校

　７／２８　（土）

高校生 女子　１３チーム ８３０名 豊田西高校体育館 準優勝 名鉄学園杜若高校 豊田高校

　　　　３０チーム 　７／２９　（日） 豊田高校体育館 ３位 豊野高校・豊田西高校 豊田北高校・豊田西高校

高校生

　　　　３０チーム 　７／２９　（日） 豊田高校体育館 ３位 豊野高校・豊田西高校 豊田北高校・豊田西高校

男子　２３チーム 　８／２５　（土） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 藤岡南中 若園中男子　２３チーム 　８／２５　（土） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 藤岡南中 若園中

女子　２５チーム ９６０名 　８／２６　（日） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 竜神中 朝日丘中中学生 女子　２５チーム ９６０名 　８／２６　（日） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 竜神中 朝日丘中中学生 女子　２５チーム ９６０名 　８／２６　（日） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 竜神中 朝日丘中

　　　　４８チーム 　９／　１　（日） 末野原中学校体育館 ３位 美里中・三好ヶ丘中 上郷中・梅坪台中

中学生

　　　　４８チーム 　９／　１　（日） 末野原中学校体育館 ３位 美里中・三好ヶ丘中 上郷中・梅坪台中

TOYOTA　SAN、ｶﾝﾄﾘｰﾏﾑ、ﾗﾌﾞM、４２０、ｵﾝﾏｰｽﾞ、ｴﾝｼﾞｪﾙ、ｷｯﾄｶｯﾄﾍﾞﾘｰ､ﾌﾗｲﾃﾞｰ、江南ﾄﾞﾘｰﾑ、ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ、びわこｸﾗﾌﾞ、蒲郡ﾏﾏ、豊川ﾏﾐｰｽﾞ、多治見ｴﾙｸﾗﾌﾞ、女性連盟２０周年記念

１０２０名 スカイホール豊田

TOYOTA　SAN、ｶﾝﾄﾘｰﾏﾑ、ﾗﾌﾞM、４２０、ｵﾝﾏｰｽﾞ、ｴﾝｼﾞｪﾙ、ｷｯﾄｶｯﾄﾍﾞﾘｰ､ﾌﾗｲﾃﾞｰ、江南ﾄﾞﾘｰﾑ、ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ、びわこｸﾗﾌﾞ、蒲郡ﾏﾏ、豊川ﾏﾐｰｽﾞ、多治見ｴﾙｸﾗﾌﾞ、

JAMんちょ、JESS、蒲郡ﾏﾏ1985、ﾌﾗｲﾃﾞｰｽﾞ、ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ、ﾌﾗｲﾃﾞｰﾊﾞﾆﾗ、ｷｯﾄｶｯﾄ、池田さつきｸﾗﾌﾞ、松戸ﾚﾃﾞｨｽ、ﾌﾗｲﾃﾞｰG、大阪ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾆｱ、豊川junji－Z、

６／２３　（土）

支

女性連盟２０周年記念

一般

　　　　２８チーム １０２０名 スカイホール豊田

TOYOTA　SAN、ｶﾝﾄﾘｰﾏﾑ、ﾗﾌﾞM、４２０、ｵﾝﾏｰｽﾞ、ｴﾝｼﾞｪﾙ、ｷｯﾄｶｯﾄﾍﾞﾘｰ､ﾌﾗｲﾃﾞｰ、江南ﾄﾞﾘｰﾑ、ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ、びわこｸﾗﾌﾞ、蒲郡ﾏﾏ、豊川ﾏﾐｰｽﾞ、多治見ｴﾙｸﾗﾌﾞ、

JAMんちょ、JESS、蒲郡ﾏﾏ1985、ﾌﾗｲﾃﾞｰｽﾞ、ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ、ﾌﾗｲﾃﾞｰﾊﾞﾆﾗ、ｷｯﾄｶｯﾄ、池田さつきｸﾗﾌﾞ、松戸ﾚﾃﾞｨｽ、ﾌﾗｲﾃﾞｰG、大阪ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾆｱ、豊川junji－Z、

６／２３　（土）

６／２４　（日）

支

女性連盟２０周年記念

全国ママさんﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大

一般

（女性）

　　　　２８チーム １０２０名 スカイホール豊田

Lake　Ladies、TOYOTA　SAN　SP、　　　　　　　　　一般；１６チーム、シニア；６チーム、ゴールデンシニア；６チーム

JAMんちょ、JESS、蒲郡ﾏﾏ1985、ﾌﾗｲﾃﾞｰｽﾞ、ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ、ﾌﾗｲﾃﾞｰﾊﾞﾆﾗ、ｷｯﾄｶｯﾄ、池田さつきｸﾗﾌﾞ、松戸ﾚﾃﾞｨｽ、ﾌﾗｲﾃﾞｰG、大阪ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾆｱ、豊川junji－Z、

６／２４　（日）

支 全国ママさんﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大

会

（女性）

　　　　２８チーム

Lake　Ladies、TOYOTA　SAN　SP、　　　　　　　　　一般；１６チーム、シニア；６チーム、ゴールデンシニア；６チーム

　７／　５　（木） 審判協力トーエネック、デンソー（Ｂ・Ｃ）、トヨタ自動車、アイシン精機、愛知製鋼、三菱電機愛知県事業内職業訓練生

６／２４　（日）

会

（女性）

　７／　５　（木） 審判協力

トヨタスポーツセンター　　　　１２チーム ４６５名

トーエネック、デンソー（Ｂ・Ｃ）、トヨタ自動車、アイシン精機、愛知製鋼、三菱電機

高校生支

愛知県事業内職業訓練生 　７／　５　（木） 審判協力

　７／　６　（金）

トヨタスポーツセンター　　　　１２チーム ４６５名

トーエネック、デンソー（Ｂ・Ｃ）、トヨタ自動車、アイシン精機、愛知製鋼、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、

高校生支

愛知県事業内職業訓練生

体育大会 　７／　６　（金）

　７／　７　（土）

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、体育大会

東海地区 　７／　７　（土）

　７／　８　（日）

支

東海地区

高等専門学校体育大会

１６０名高専生 　　　　１２チーム 西部体育館　　　

　７／　８　（日）

支

高等専門学校体育大会

１６０名高専生 　　　　１２チーム 西部体育館　　　

　７／　８　（日）

　７／２１　（土） 全３６試合

高等専門学校体育大会

　７／２１　（土） 全３６試合

　７／２２　（日） 参加チーム；ＪＸ、トヨタ自動車、デンソー、富士通、新潟、シャンソン化粧品、アイシンＡＷ、三菱電機、日立ハイテク、トヨタ紡織、エバラ、山梨、　７／２２　（日） 参加チーム；ＪＸ、トヨタ自動車、デンソー、富士通、新潟、シャンソン化粧品、アイシンＡＷ、三菱電機、日立ハイテク、トヨタ紡織、エバラ、山梨、

　７／２３　（月）

スカイホール豊田１９６０名

７／２３　ＷＪＢＬクリニック；小学生（女子）対象に開催

Ｗリーグ　サマーキャンプ体

　７／２２　（日） 参加チーム；ＪＸ、トヨタ自動車、デンソー、富士通、新潟、シャンソン化粧品、アイシンＡＷ、三菱電機、日立ハイテク、トヨタ紡織、エバラ、山梨、

　７／２３　（月）

スカイホール豊田１９６０名

７／２３　ＷＪＢＬクリニック；小学生（女子）対象に開催

Ｗリーグ　サマーキャンプ体

　７／２３　（月）

　７／２４　（火）

７／２３　ＷＪＢＬクリニック；小学生（女子）対象に開催

７／２３　ＪＡ全農クリニック；市内中学生（女子）対象、保護者向け栄養指導開催（全農　主催）　７／２４　（火）

　７／　１　（日） 豊田市運動公園体育館 （女子） １位 ２位 ３位 新規登録チーム　

７／２３　ＪＡ全農クリニック；市内中学生（女子）対象、保護者向け栄養指導開催（全農　主催）

　７／　１　（日） 豊田市運動公園体育館 （女子） １位 ２位 ３位 新規登録チーム　　７／　１　（日） 豊田市運動公園体育館 （女子） １位 ２位 ３位 新規登録チーム　

　７／　８　（日） 柳川瀬体育館 ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ ポスタライズ トヨタマインドパース 女子；なし　７／　８　（日） 柳川瀬体育館 ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ ポスタライズ トヨタマインドパース 女子；なし

男子　６４チーム 　７／２９　（日） 柳川瀬体育館 ４位 ５位 ６位男子　６４チーム 　７／２９　（日） 柳川瀬体育館 ４位 ５位 ６位

女子　　６チーム 　８／　５　（日） 柳川瀬体育館 トヨタサン フライデー サブリナ

連 市民リーグ大会（前期）　　　

Ⅰ部

９６５名一般

女子　　６チーム 　８／　５　（日） 柳川瀬体育館 トヨタサン フライデー サブリナ

連 市民リーグ大会（前期）　　　

Ⅰ部

９６５名一般

女子　　６チーム 　８／　５　（日） 柳川瀬体育館 トヨタサン フライデー サブリナ

　７０チーム 　９／　２　（日） 柳川瀬体育館

Ⅰ部

　７０チーム 　９／　２　（日） 柳川瀬体育館

体 審判講習会 一般 １１０名 　９／　８　（土） 柳川瀬体育館体 審判講習会 一般 １１０名 　９／　８　（土） 柳川瀬体育館体 審判講習会 一般 １１０名 　９／　８　（土） 柳川瀬体育館

　９／　９　（日） 柳川瀬体育館 （男子） （女子） ＜未登録参加チーム＞　９／　９　（日） 柳川瀬体育館 （男子） （女子） ＜未登録参加チーム＞

　９／１６　（日） 豊田市運動公園体育館 優勝 ＹＯＵ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ 男子チーム；なし　９／１６　（日） 豊田市運動公園体育館 優勝 ＹＯＵ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ 男子チーム；なし　９／１６　（日） 豊田市運動公園体育館 優勝 ＹＯＵ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ 男子チーム；なし

男子　６３チーム 　９／２３　（日） 豊田市運動公園体育館 準優勝 フライトスポーツクラブ ポスタライズ 女子チーム；ヘイナ男子　６３チーム 　９／２３　（日） 豊田市運動公園体育館 準優勝 フライトスポーツクラブ ポスタライズ 女子チーム；ヘイナ

体 市民選手権大会 一般 女子　　７チーム 　９／３０　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ノースタイル トヨタマインドパース１９５０名体 市民選手権大会 一般 女子　　７チーム 　９／３０　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ノースタイル トヨタマインドパース

（トーナメント戦） 　　　　７０チーム １０／２８　（日） 柳川瀬体育館 ４位 エクセル フライデー

１９５０名

（トーナメント戦） 　　　　７０チーム １０／２８　（日） 柳川瀬体育館 ４位 エクセル フライデー（トーナメント戦） 　　　　７０チーム １０／２８　（日） 柳川瀬体育館 ４位 エクセル フライデー

１１／１１　（日） 豊田市運動公園体育館１１／１１　（日） 豊田市運動公園体育館

１２／　２　（日） スカイホール豊田１２／　２　（日） スカイホール豊田

　９／　６　（木） 審判協力デンソー（Ｂ・Ｃ）、トヨタ自動車（Ａ・Ｂ）、アイシン精機、　９／　６　（木） 審判協力

トヨタスポーツセンター全豊田訓練生総合競技大会

デンソー（Ｂ・Ｃ）、トヨタ自動車（Ａ・Ｂ）、アイシン精機、

３１５名支 高校生 　　　　　９チーム

　９／　６　（木） 審判協力

　９／　７　（金）

トヨタスポーツセンター全豊田訓練生総合競技大会

デンソー（Ｂ・Ｃ）、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、トヨタ紡織

３１５名支 高校生 　　　　　９チーム

　９／　７　（金）

男女　１４チーム 一般教室男女混合（高学年）・・・・＜ＡⅠ＞１位；高岡　　＜ＡⅡ＞１位；逢妻Ｂ　　＜ＡⅢ＞１位；挙母A　　＜B＞１位；高橋　　　

トヨタスポーツセンター全豊田訓練生総合競技大会

アイシンＡＷ、ジェイテクト、豊田自動織機、トヨタ紡織

３１５名支 高校生 　　　　　９チーム

男女　１４チーム 一般教室男女混合（高学年）・・・・＜ＡⅠ＞１位；高岡　　＜ＡⅡ＞１位；逢妻Ｂ　　＜ＡⅢ＞１位；挙母A　　＜B＞１位；高橋　　　男女　１４チーム 一般教室男女混合（高学年）・・・・＜ＡⅠ＞１位；高岡　　＜ＡⅡ＞１位；逢妻Ｂ　　＜ＡⅢ＞１位；挙母A　　＜B＞１位；高橋　　　

男女　　８チーム 一般教室男女混合（低学年）・・・・＜ＣⅠ＞１位；高岡Ａ　　＜ＣⅡ＞１位；逢妻Ｂ　　　　

豊田市スポーツ少年団 小学生 ３００名

男女　　８チーム 一般教室男女混合（低学年）・・・・＜ＣⅠ＞１位；高岡Ａ　　＜ＣⅡ＞１位；逢妻Ｂ　　　　

男子　　７チーム クラブ男子・・・・・・＜Ｅ６年＞１位；豊田　２位；ＵＤＡ　３位；ＫＢＢ　４位；足助　　＜Ｆ５年＞１位；クラウン　２位；ＵＤＡ－Ｂ　３位；ＫＢＢ－Ｂ

豊田市スポーツ少年団 小学生

９／　８（土）

３００名

男子　　７チーム クラブ男子・・・・・・＜Ｅ６年＞１位；豊田　２位；ＵＤＡ　３位；ＫＢＢ　４位；足助　　＜Ｆ５年＞１位；クラウン　２位；ＵＤＡ－Ｂ　３位；ＫＢＢ－Ｂ

女子　　６チーム クラブ女子・・・・・・＜Ｇ６年＞１位；豊田　２位；ＵＤＡ　３位；ＫＢＢ　　　　　　　　＜Ｈ５年＞１位；ミラクル　２位；ＵＤＡ－Ｂ　４位；足助

豊田市運動公園体育館

豊田市スポーツ少年団

バスケットボールチーム

小学生

協

９／　８（土）

９／　９（日）

３００名

女子　　６チーム クラブ女子・・・・・・＜Ｇ６年＞１位；豊田　２位；ＵＤＡ　３位；ＫＢＢ　　　　　　　　＜Ｈ５年＞１位；ミラクル　２位；ＵＤＡ－Ｂ　４位；足助

豊田市運動公園体育館バスケットボールチーム

交流試合（久永杯）

協

９／　９（日）女子　　６チーム クラブ女子・・・・・・＜Ｇ６年＞１位；豊田　２位；ＵＤＡ　３位；ＫＢＢ　　　　　　　　＜Ｈ５年＞１位；ミラクル　２位；ＵＤＡ－Ｂ　４位；足助

男子　　５チーム ジュニア男子・・・・１位；ＫＢＢ－Ａ　　２位；豊田Ｊｒ　　３位；シェンロンJr　　４位；前林Jr　　５位；ＫＢＢ－Ｂ

交流試合（久永杯）

９／　９（日）

中学生 ２００名

男子　　５チーム ジュニア男子・・・・１位；ＫＢＢ－Ａ　　２位；豊田Ｊｒ　　３位；シェンロンJr　　４位；前林Jr　　５位；ＫＢＢ－Ｂ

女子　　６チーム ジュニア女子・・・・＜Ⅰ＞１位；ＷｉｎｄｓＪｒ－Ａ　　２位；益富Ｊｒ　　３位；前林Jr　　　　＜Ⅱ＞１位；フェアリーズ　　２位；藤岡南Jr　　３位；ＷｉｎｄｓＪｒ－Ｂ

中学生 ２００名

女子　　６チーム ジュニア女子・・・・＜Ⅰ＞１位；ＷｉｎｄｓＪｒ－Ａ　　２位；益富Ｊｒ　　３位；前林Jr　　　　＜Ⅱ＞１位；フェアリーズ　　２位；藤岡南Jr　　３位；ＷｉｎｄｓＪｒ－Ｂ

第２４回　愛知女性 一般

中学生 ２００名

第２４回　愛知女性 一般

豊田市運動公園体育館支 　　　　１０チーム ２００名 　９／３０　（日） フライデー、ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮ、豊川マミーズ、サラダボール、４・２・０、キットカット、蒲郡ママ、江南ドリーム、フライデーズ

第２４回　愛知女性 一般

ｼﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 （女性）

豊田市運動公園体育館支 　　　　１０チーム ２００名 　９／３０　（日） フライデー、ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮ、豊川マミーズ、サラダボール、４・２・０、キットカット、蒲郡ママ、江南ドリーム、フライデーズ

ｼﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 （女性）

第１３回　 有料入場 １０／　６　（土） 前座なしトヨタ自動車　５４－５７　三菱電機第１３回　 有料入場 １０／　６　（土） 前座なし

　ＷＪＢＬ豊田大会 ２１７０名 １０／　７　（日） 前座なし

体

トヨタ自動車　５４－５７　三菱電機

三菱電機　　 ５２－６３　トヨタ自動車

スカイホール豊田

第１３回　 有料入場 １０／　６　（土） 前座なし

　ＷＪＢＬ豊田大会 ２１７０名 １０／　７　（日） 前座なし

体

トヨタ自動車　５４－５７　三菱電機

三菱電機　　 ５２－６３　トヨタ自動車

スカイホール豊田

　ＷＪＢＬ豊田大会 ２１７０名 １０／　７　（日） 前座なし

（男子） （女子） １０／２２　（土）会場準備

三菱電機　　 ５２－６３　トヨタ自動車

（男子） （女子） １０／２２　（土）会場準備

男子　　８チーム 優勝 ＭＢＣ 平成１０／１３　（土）男子　　８チーム 優勝 ＭＢＣ 平成１０／１３　（土）

６００名支 １０ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ 中学生 豊田市運動公園体育館

男子　　８チーム 優勝 ＭＢＣ 平成

女子　　９チーム 準優勝 シェンロン ＢＲＡＶＥ

１０／１３　（土）

１０／１４　（日）

６００名支 １０ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ 中学生 豊田市運動公園体育館

女子　　９チーム 準優勝 シェンロン ＢＲＡＶＥ

　　　　１７チーム ３位 高杉・オール豊橋 Ｗｉｎｄｓ Jr（Ａ）

１０／１４　（日）

　　　　１７チーム ３位 高杉・オール豊橋 Ｗｉｎｄｓ Jr（Ａ）

１０／２０　（土） 　６試合１０／２０　（土） 　６試合

支 西部体育館　　　愛知クラブ連盟　リーグ戦大会 一般 ４５０名

１０／２０　（土） 　６試合

１０／２１　（日） １０試合

支 西部体育館　　　愛知クラブ連盟　リーグ戦大会 一般 ４５０名

１０／２１　（日） １０試合

第６回　 有料入場 １１／　３　（土） アイシン　８２－７２ 　リンク栃木 前座（中学校；女子）　東選抜　６４－４５　西選抜第６回　 有料入場 １１／　３　（土） アイシン　８２－７２ 　リンク栃木 前座（中学校；女子）　東選抜　６４－４５　西選抜

　ＪＢＬ日本リーグ豊田大会 １９６０名 １１／　４　（日） アイシン　５８－５１ 　リンク栃木 前座（中学校；男子）　南選抜　５６－６２　北選抜

体 アイシンホームゲームスカイホール豊田

第６回　 有料入場 １１／　３　（土） アイシン　８２－７２ 　リンク栃木 前座（中学校；女子）　東選抜　６４－４５　西選抜

　ＪＢＬ日本リーグ豊田大会 １９６０名 １１／　４　（日） アイシン　５８－５１ 　リンク栃木 前座（中学校；男子）　南選抜　５６－６２　北選抜

体 アイシンホームゲームスカイホール豊田

　ＪＢＬ日本リーグ豊田大会 １９６０名 １１／　４　（日） アイシン　５８－５１ 　リンク栃木 前座（中学校；男子）　南選抜　５６－６２　北選抜

第１３回　 有料入場 １２／　１　（土） 一般クラブ市民選手権（男女３位）※男子棄権

体 スカイホール豊田

トヨタ自動車　８２－４３　山梨第１３回　 有料入場 １２／　１　（土） 一般クラブ市民選手権（男女３位）※男子棄権

　ＷＪＢＬ豊田大会 １５６７名 １２／　２　（日） 一般クラブ市民選手権（男女決勝）

体

       山梨　 ３９－９８　トヨタ自動車

スカイホール豊田

トヨタ自動車　８２－４３　山梨

　ＷＪＢＬ豊田大会 １５６７名 １２／　２　（日） 一般クラブ市民選手権（男女決勝）

体

       山梨　 ３９－９８　トヨタ自動車

スカイホール豊田

　ＷＪＢＬ豊田大会 １５６７名 １２／　２　（日） 一般クラブ市民選手権（男女決勝）

（総参加チーム数）

       山梨　 ３９－９８　トヨタ自動車

（総参加チーム数）

男子　６２チーム 西部体育館　　　 １２／１　　２７試合第２０回愛知県ジュニア １２／　１　（土）男子　６２チーム 西部体育館　　　 １２／１　　２７試合

女子　６８チーム 豊田市運動公園体育館 １２／２　　３０試合

支

第２０回愛知県ジュニア

バスケットボール選手権大会

中学生

１２／　１　（土）

１２／　２　（日）

６００名

女子　６８チーム 豊田市運動公園体育館 １２／２　　３０試合

支

バスケットボール選手権大会

中学生

１２／　２　（日）

６００名

女子　６８チーム 豊田市運動公園体育館 １２／２　　３０試合

１３０チーム

バスケットボール選手権大会 １２／　２　（日）

１３０チーム

男子　２３チーム １２／１６　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 藤岡南中 若園中男子　２３チーム １２／１６　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 藤岡南中 若園中

連 久永杯争奪戦 中学生 女子　２５チーム １２３０名 １２／２２　（土） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 竜神中 藤岡中

男子　２３チーム １２／１６　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 藤岡南中 若園中

連 久永杯争奪戦 中学生 女子　２５チーム １２３０名 １２／２２　（土） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 竜神中 藤岡中連 久永杯争奪戦 中学生 女子　２５チーム １２３０名 １２／２２　（土） 朝日丘中・末野原中（女子） 準優勝 竜神中 藤岡中

（トーナメント戦） 　　　　４８チーム １２／２３　（日） 末野原中学校体育館 ３位 みよし北中・足助中 上郷中・藤岡南中（トーナメント戦） 　　　　４８チーム １２／２３　（日） 末野原中学校体育館 ３位 みよし北中・足助中 上郷中・藤岡南中

男子　２４チーム １２／２５　（火） 優勝 藤岡南中 藤浪中男子　２４チーム １２／２５　（火） 優勝 藤岡南中 藤浪中男子　２４チーム １２／２５　（火） 優勝 藤岡南中 藤浪中

支 中学校新人戦 中学生 女子　２４チーム １０００名 １２／２６　（水） スカイホール豊田 準優勝 岡崎北中 若水中支 中学校新人戦 中学生 女子　２４チーム １０００名 １２／２６　（水） スカイホール豊田 準優勝 岡崎北中 若水中

愛知県大会 　　　　４８チーム １２／２７　（木） ３位 平洲中・葵中 長良中・若園中愛知県大会 　　　　４８チーム １２／２７　（木） ３位 平洲中・葵中 長良中・若園中

第６回ひまわりカップ 　１／　５　（土） 優勝；岡崎南中　２位；梅坪台中　３位；益富クラブ　４位；藤岡中　５位；若園中　６位；桑名陵成中　７位；上郷中　８位；朝日丘中　９位；日進東　１０位；香芝東中第６回ひまわりカップ 　１／　５　（土） 優勝；岡崎南中　２位；梅坪台中　３位；益富クラブ　４位；藤岡中　５位；若園中　６位；桑名陵成中　７位；上郷中　８位；朝日丘中　９位；日進東　１０位；香芝東中

スカイホール豊田連 中学生 女子　２４チーム ５００名

第６回ひまわりカップ 　１／　５　（土） 優勝；岡崎南中　２位；梅坪台中　３位；益富クラブ　４位；藤岡中　５位；若園中　６位；桑名陵成中　７位；上郷中　８位；朝日丘中　９位；日進東　１０位；香芝東中

（リーグ・トーナメント戦） 　１／　６　（日） １１位；崇化館中　１２位；鯖江中　１３位；刈谷南中　１４位；末野原中　１５位；犬山中　１６位；岐阜長森南中　１７位；長久手南中　１８位；藤岡南中　１９位；竜神中　２０位；逢妻中

スカイホール豊田連 中学生 女子　２４チーム ５００名

（リーグ・トーナメント戦） 　１／　６　（日） １１位；崇化館中　１２位；鯖江中　１３位；刈谷南中　１４位；末野原中　１５位；犬山中　１６位；岐阜長森南中　１７位；長久手南中　１８位；藤岡南中　１９位；竜神中　２０位；逢妻中

　１／１３　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） １位 ２位 ３位 新規登録チーム　　１／１３　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） １位 ２位 ３位 新規登録チーム　

　１／２０　（日） 豊田地域文化広場 １部 トリプルダブル フライトスポーツクラブ ＹＯＵ 男子；ＤＥＬＩＲＡＴ　１／２０　（日） 豊田地域文化広場 １部 トリプルダブル フライトスポーツクラブ ＹＯＵ 男子；ＤＥＬＩＲＡＴ　１／２０　（日） 豊田地域文化広場 １部 トリプルダブル フライトスポーツクラブ ＹＯＵ 男子；ＤＥＬＩＲＡＴ

　１／２７　（日） 豊田市運動公園体育館 ２部 元町クラブ アベンシス ＦＵＮＫＳ　１／２７　（日） 豊田市運動公園体育館 ２部 元町クラブ アベンシス ＦＵＮＫＳ

男子　６４チーム 　２／１０　（日） 豊田市運動公園体育館 ３部 ＰOSITIVES VOLONCESTA ＲＯＣＫＥＴＳ男子　６４チーム 　２／１０　（日） 豊田市運動公園体育館 ３部 ＰOSITIVES VOLONCESTA ＲＯＣＫＥＴＳ

連 一般市民リーグ大会（後期）　　　 １５８５名

男子　６４チーム 　２／１０　（日） 豊田市運動公園体育館 ３部 ＰOSITIVES VOLONCESTA ＲＯＣＫＥＴＳ

女子　　６チーム 　２／２４　（日） 豊田市運動公園体育館 ４部 ファーストブレーカー アンビシャス ＴＭＨ連 一般市民リーグ大会（後期）　　　 １５８５名女子　　６チーム 　２／２４　（日） 豊田市運動公園体育館 ４部 ファーストブレーカー アンビシャス ＴＭＨ

　７０チーム 　３／１０　（日） 豊田市運動公園体育館 ５部 ＳＨＡＫＥ バンプ・バンプ ノーマーク

連 一般市民リーグ大会（後期）　　　 １５８５名

　７０チーム 　３／１０　（日） 豊田市運動公園体育館 ５部 ＳＨＡＫＥ バンプ・バンプ ノーマーク

　３／１７　（日） 豊田市運動公園体育館 ６部 ＶＡＮＤＩＥＲＡ サミット T'S　３／１７　（日） 豊田市運動公園体育館 ６部 ＶＡＮＤＩＥＲＡ サミット T'S　３／１７　（日） 豊田市運動公園体育館 ６部 ＶＡＮＤＩＥＲＡ サミット T'S

７部 ＴＨＣ CROSSOVER Ｚｅｒｏ　Sense７部 ＴＨＣ CROSSOVER Ｚｅｒｏ　Sense

８部 ＤＥＬＩＲＡＴ ＡＰＥＳ ロックマンズ８部 ＤＥＬＩＲＡＴ ＡＰＥＳ ロックマンズ

男子　１０チーム 一般教室男子・・・・１位；高橋　２位；逢妻　３位；高岡、挙母　　　　一般教室女子・・・・１位；挙母　２位；逢妻A　３位；前山Ａ、高岡B第６回 男子　１０チーム 一般教室男子・・・・１位；高橋　２位；逢妻　３位；高岡、挙母　　　　一般教室女子・・・・１位；挙母　２位；逢妻A　３位；前山Ａ、高岡B

小学生 ３００名

第６回 男子　１０チーム 一般教室男子・・・・１位；高橋　２位；逢妻　３位；高岡、挙母　　　　一般教室女子・・・・１位；挙母　２位；逢妻A　３位；前山Ａ、高岡B

女子　１２チーム 　　クラブ男子・・・・１位；足助　２位；ＫＢＢ　３位；クラウン　　　　　　クラブ女子・・・・・・１位；ＫＢＢ　　２位；カローラ　３位；足助

豊田市運動公園体育館

２／　２（土）

連

小学生 ３００名

第６回

豊田市スポーツ少年団 女子　１２チーム 　　クラブ男子・・・・１位；足助　２位；ＫＢＢ　３位；クラウン　　　　　　クラブ女子・・・・・・１位；ＫＢＢ　　２位；カローラ　３位；足助

男子　　６チーム ジュニア男子・・・・１位；シェンロンＪｒ（Ａ）　２位；ＫＢＢＪｒ（Ａ）　３位；シェンロンＪｒ（Ｂ）、豊田Jr

豊田市運動公園体育館

２／　２（土）

２／　３（日）

連

豊田市スポーツ少年団

バスケットボールチーム 男子　　６チーム ジュニア男子・・・・１位；シェンロンＪｒ（Ａ）　２位；ＫＢＢＪｒ（Ａ）　３位；シェンロンＪｒ（Ｂ）、豊田Jr

女子　　８チーム ジュニア女子・・・・１位；益富Ｊｒ　　２位；藤岡南Jr　　３位；石野中、フェアリーズ

豊田市運動公園体育館

２００名

２／　３（日）

中学生

連

バスケットボールチーム

交流試合（会長杯）

男子　　６チーム ジュニア男子・・・・１位；シェンロンＪｒ（Ａ）　２位；ＫＢＢＪｒ（Ａ）　３位；シェンロンＪｒ（Ｂ）、豊田Jr

女子　　８チーム ジュニア女子・・・・１位；益富Ｊｒ　　２位；藤岡南Jr　　３位；石野中、フェアリーズ

２００名

２／　３（日）

中学生

バスケットボールチーム

交流試合（会長杯） 女子　　８チーム ジュニア女子・・・・１位；益富Ｊｒ　　２位；藤岡南Jr　　３位；石野中、フェアリーズ

第２４回 男子　　８チーム 高岡公園体育館 優勝 堤小 高嶺小

　　２／１６（土）

交流試合（会長杯）

第２４回 男子　　８チーム 高岡公園体育館 優勝 堤小 高嶺小

豊田市ミニバスケットボール 女子　３０チーム ９００名 豊田市運動公園体育館 準優勝 平和小 平井小小学生

　　２／１６（土）

連 豊田市ミニバスケットボール 女子　３０チーム ９００名 豊田市運動公園体育館 準優勝 平和小 平井小小学生

　　２／１６（土）

連 豊田市ミニバスケットボール 女子　３０チーム ９００名 豊田市運動公園体育館 準優勝 平和小 平井小

新人大会（トーナメント戦） 　　　　３８チーム 　　２／１７（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 梅坪小・野見小 梅坪小・平和小

小学生連

新人大会（トーナメント戦） 　　　　３８チーム 　　２／１７（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 梅坪小・野見小 梅坪小・平和小

第１３回　　 有料入場 ＜１位；JX＞　８３－５２　＜２位；富士通＞　第１３回　　 有料入場 ＜１位；JX＞　８３－５２　＜２位；富士通＞　

　ＷＪＢＬプレーオフ ２５１４名 ＜３位；トヨタ自動車＞　７２－６１　＜４位；シャンソン化粧品＞

　　１／１７（日） スカイホール豊田体 前座なし

　ＷＪＢＬプレーオフ ２５１４名 ＜３位；トヨタ自動車＞　７２－６１　＜４位；シャンソン化粧品＞

　　１／１７（日） スカイホール豊田体 前座なし

　ＷＪＢＬプレーオフ ２５１４名 ＜３位；トヨタ自動車＞　７２－６１　＜４位；シャンソン化粧品＞

第４回 男子　　１６チーム （男子）優勝；岩成台中　準優勝；藤岡南中　３位；久方中　４位；乙川中　５位；竜神中　６位；葵中　７位；豊橋南部中　８位；みよし北中　

３／２３（土）

第４回 男子　　１６チーム （男子）優勝；岩成台中　準優勝；藤岡南中　３位；久方中　４位；乙川中　５位；竜神中　６位；葵中　７位；豊橋南部中　８位；みよし北中　

女子　　１６チーム ６００名 （女子）優勝；日進西中　準優勝；久方中　３位；若園中　４位；西浦中　５位；藤岡中　６位；上郷中　７位；崇化館中　８位；藤岡南中スカイホール豊田フライト杯中学校バスケット連 中学生

３／２３（土）

女子　　１６チーム ６００名 （女子）優勝；日進西中　準優勝；久方中　３位；若園中　４位；西浦中　５位；藤岡中　６位；上郷中　７位；崇化館中　８位；藤岡南中

　　　　　３２チーム

スカイホール豊田フライト杯中学校バスケット

ボール大会（トーナメント戦）

連 中学生

３／２３（土）

３／２４（日）

女子　　１６チーム ６００名 （女子）優勝；日進西中　準優勝；久方中　３位；若園中　４位；西浦中　５位；藤岡中　６位；上郷中　７位；崇化館中　８位；藤岡南中

　　　　　３２チーム

スカイホール豊田フライト杯中学校バスケット

ボール大会（トーナメント戦）

連 中学生

３／２４（日）

　　　　　３２チーム

女子　　　６チーム 　３／３０　（土） （男子）優勝；岡崎Jr　　準優勝；豊橋Jr　　３位；豊川Ｊｒ　　４位；カクタス　

中学生 高岡公園体育館　　

ボール大会（トーナメント戦）

１５０名

女子　　　６チーム 　３／３０　（土） （男子）優勝；岡崎Jr　　準優勝；豊橋Jr　　３位；豊川Ｊｒ　　４位；カクタス　

男子　　　８チーム 　３／３１　（日） （女子）優勝；豊田A　　準優勝；ＭＢＣ　　　３位；応時Ｊｒ　　４位；瀬戸Ｊｒ

中学生 高岡公園体育館　　

豊田カップ

１５０名

男子　　　８チーム 　３／３１　（日） （女子）優勝；豊田A　　準優勝；ＭＢＣ　　　３位；応時Ｊｒ　　４位；瀬戸Ｊｒ

中学生 高岡公園体育館　　

協

豊田カップ

１５０名

男子　　　８チーム 　３／３１　（日） （女子）優勝；豊田A　　準優勝；ＭＢＣ　　　３位；応時Ｊｒ　　４位；瀬戸Ｊｒ

男子　　１２チーム 　３／３０　（土） （男子）優勝；豊田　　準優勝；桜　３位；不二　４位；下呂

豊田市運動公園体育館　　　　　　　　　　

協

豊田カップ

（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ・ﾘｰｸﾞ戦）

１５０名小学生

男子　　１２チーム 　３／３０　（土） （男子）優勝；豊田　　準優勝；桜　３位；不二　４位；下呂

女子　　１２チーム 　３／３１　（日） （女子）優勝；不二　　準優勝；豊橋　３位；豊田　４位；舞阪

豊田市運動公園体育館　　　　　　　　　　

（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ・ﾘｰｸﾞ戦）

１５０名小学生

女子　　１２チーム 　３／３１　（日） （女子）優勝；不二　　準優勝；豊橋　３位；豊田　４位；舞阪

支 第５回　グレードカップ ４０名 　３／３１　（日） 豊田地域文化広場

豊田市運動公園体育館　　　　　　　　　　１５０名小学生

支 第５回　グレードカップ ４０名 　３／３１　（日） 豊田地域文化広場支 第５回　グレードカップ ４０名 　３／３１　（日） 豊田地域文化広場


