
平成２５年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告平成２５年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告平成２５年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告平成２５年度　　豊田バスケットボール協会事業結果報告 ２０１４、０４、１２現在

対　象 参加チーム数 参加人数 月　　日 会　　場 備　　考

１８００名 　４／　６　（土） アイシンシーホース７１－５６日立サンロッカーズ 前座試合（ジュニア；男子）　豊田ジュニア　６８－６３　常滑ジュニア

３４００名 　４／　７　（日） アイシンシーホース７２－３７日立サンロッカーズ 前座試合（ジュニア；男子）　シェンロンジュニア　７４－５６　こまき　Ｒ’zジュニア

男子　２４チーム 　４／２１　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 藤岡南中 若園中

連 春季選手権大会 中学生 女子　２６チーム ７５０名 　４／２７　（土） 朝日丘中・高橋中（女子） 準優勝 前林中 上郷中

（トーナメント戦） 　　　　５０チーム 　４／２８　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 竜神中・みよし北中 藤岡中・末野原中

体 審判講習会 一般 １１０名 　５／１１　（土） 豊田市運動公園体育館

　５／１２　（日） 豊田市運動公園体育館 （男子） （女子） 新規登録チーム　

　５／１９　（日） 柳川瀬体育館 優勝 フライトスポーツ ポスタライズ 男子；BELL PEPPERS、SUNRISE、Others

男子　４８チーム 　５／２６　（日） 豊田市運動公園体育館 準優勝 トリプルダブル トヨタマインドパース 女子；FAST BREAKERS

女子　　７チーム 　６／　２　（日） 柳川瀬体育館 ３位 ＹＯＵ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ ＜未登録参加チーム＞

　　　　５５チーム 　６／　９　（日） 柳川瀬体育館 ４位 ポインンゲッター サブリナ 男子チーム；なし

　６／２３　（日） 柳川瀬体育館 女子チーム；なし

　６／３０　（日） 豊田市運動公園体育館

男子　１７チーム 　７／２１　（日） 豊田工業高校 優勝 豊田大谷高校 豊野高校

女子　１２チーム ６０３名 　７／２７　（土） 豊田高校・豊田西高校 準優勝 名鉄学園杜若高校 豊田高校

　　　　２９チーム 　７／２８　（日） 豊田高校 ３位 衣台高校・豊田工業高校 豊田西高校・衣台高校

男子　　９チーム 豊田市運動公園体育館 優勝 堤小 高嶺小

女子　２９チーム １４４０名 高岡公園体育館 準優勝 中山小 梅坪小

　　　　３８チーム 　８／２５　（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 平和小 根川小・挙母小

男子　２３チーム 　８／２４　（土） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 末野原中 藤岡中

女子　２４チーム １３４５名 　８／２５　（日） 朝日丘中・高橋中（女子） 準優勝 足助中 朝日丘中

　　　　４７チーム 　９／　１　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 豊南中・松平中 末野原中・井郷中

支 バスケットボールクリニック 中学生 ７５名 　６／　１　（土） 竜神中学校体育館 トヨタ自動車アルバルク東京（正中岳城、岡田優介、伊藤大司、二ノ宮康平、伊藤アシスタントコーチ、新岡マネジャー）　　保護者；３６名、協会；５名、スタッフ；４名

　事　業　名

スカイホール豊田

成　績　結　果

体

第６回　ＪＢＬ

プレーオフセミファイナル

有料

　８／２４　（土）

市民総合体育大会

（トーナメント戦）

１０２０名

体

一般

小学生

高校生

中学生

体；豊田市体育協会事業 連；各連盟事業 支；支援事業

　９／　１　（日）

支 バスケットボールクリニック 中学生 ７５名 　６／　１　（土） 竜神中学校体育館 トヨタ自動車アルバルク東京（正中岳城、岡田優介、伊藤大司、二ノ宮康平、伊藤アシスタントコーチ、新岡マネジャー）　　保護者；３６名、協会；５名、スタッフ；４名

　７／　４　（木） 審判協力

　７／　５　（金）

男子　１８チーム 【男子Aブロック】メイジャーズ、大阪ＩＤバスケットボールクラブ、豊田レインボーＡ、春日井クラブ、山梨ドリームクラブ、フューチャーズ、ＦＩＤ新潟、福学クラブ、ＦＩＤ長野、つばさクラブ

一般 女子　　７チーム ４７０名 【男子Bブロック】彩の国レッド・キング、春日台クラブ、豊田レインボークラブＢ、半田クラブ、キャッスルファイターズ、豊田レインボークラブＣ、安城クラブ、ＨＥＲＯＥＳ福岡

　　　　２５チーム 【女子】つばさクラブ、大阪ＩＤバスケットボールクラブ、山梨ドリームクラブ、彩の国レッド・キング、春日井クラブ、ＦＩＤ長野、豊田クラブ

体 審判講習会 一般 １２０名 　９／　８　（土） 柳川瀬体育館

　９／　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　

　９／２９　（日） 柳川瀬体育館 ポスタライズ トヨタマインドパース ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｱﾛｰｽﾞ 女子；FAST BREAKERS

１０／　６　（日） スカイホール豊田（サブ） ４位 ５位 ６位

男子　５９チーム １０／１３　（日） 柳川瀬体育館 サブリナ ファーストブレーカー トヨタサン

女子　　７チーム １０／２７　（日） 豊田市運動公園体育館 ７位

        ６６チーム １１／　３　（日） 豊田市運動公園体育館 フライデー

１１／１０　（日） 柳川瀬体育館

１１／２４　（日） 柳川瀬体育館

　９／　５　（木） 審判協力

　９／　６　（金）

男女混合 一般教室男女混合（高学年）・・・・１位；挙母①、２位；前山①、３位；高岡②・逢妻②　　

　　１２チーム 一般教室男女混合（中学年）・・・・１位；高岡④、２位；高橋②、３位；逢妻④・前山③　　　一般教室男女混合（低学年）・・・・１位；高橋④、２位；前山④、高岡⑧　　　

男子　　５チーム クラブ男子・・・・・・１位；豊田　２位；ＫＢＢ-Ａ　３位；足助　４位；ＫＢＢ-Ｂ

女子　　４チーム クラブ女子・・・・・・１位；豊田　２位；ミラクル　３位；ＫＢＢ　４位；足助

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

女子　　５チーム ジュニア女子・・・・１位；藤岡南Jr　　２位；前林Jr　　３位；益富・藤岡南Ｊｒ　　４位；ＷｉｎｄｓＪｒ－Ａ　　５位；ＷｉｎｄｓＪｒ－Ｂ

　６／１６　（日） 豊田市運動公園体育館

豊田市運動公園体育館

トヨタスポーツセンター全豊田訓練生総合競技大会支

スカイホール豊田

メイン＆サブ

トヨタスポーツセンター

TOYOTA　SAN、TOYOTA　SAN　SP、豊川junji－Z、蒲郡ﾏﾏ、蒲郡ﾏﾏ1985、江南ﾄﾞﾘｰﾑ、ﾌﾗｲﾃﾞｰｽﾞ、

ﾌﾗｲﾃﾞｰ、ｶﾝﾄﾘｰﾏﾑ、ｷｯﾄｶｯﾄ、ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ、ｴﾝｼﾞｪﾙ、Witches、ﾗﾌﾞM、JESS、

　　　　１１チーム １３０名

トーエネック、デンソー（Ｂ・Ｃ）、トヨタ自動車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、

第１０回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（久永杯）

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

２５０名

Ⅰ部

高校生

３００名

　　　　　９チーム

中学生 １５０名

支

愛知県事業内職業訓練生

体育大会

小学生

支

９／　７（土）

９／　８（日）

支

支

愛知女性連盟

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季大会

一般

（女性）

高校生

２０１３ＦＩＤジャパン

チャンピオンシップ

バスケットボール大会

　　　　１５チーム ４２０名

８／　３　（土）

８／　４　（日）

市民選手権リーグ大会（前期）　　　連 一般 ６５０名

女子　　５チーム ジュニア女子・・・・１位；藤岡南Jr　　２位；前林Jr　　３位；益富・藤岡南Ｊｒ　　４位；ＷｉｎｄｓＪｒ－Ａ　　５位；ＷｉｎｄｓＪｒ－Ｂ

第２５回　愛知女性 一般

ｼﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 （女性）

（男子） （女子） １０／１１（金）会場準備

男子　１６チーム 優勝 シェンロン 瀬戸ドリーム

女子　１２チーム 準優勝 豊川 津

　　　　２８チーム ３位 ＢＲＡＶＥ 平成

１０／２０　（日） 豊田地域文化広場

１０／２７　（日） 豊田市西部体育館

１１／１０　（日） 豊田地域文化広場

（総参加チーム数）

男子　６９チーム １１／３０　　６１試合

女子　７５チーム １２／　１　　４７試合

１４４チーム

男子　２３チーム １２／１５　（日） 保見中・藤岡南中（男子） 優勝 豊南中 末野原中

連 久永杯争奪戦 中学生 女子　２４チーム ６００名 １２／２１　（土） 朝日丘中・高橋中（女子） 準優勝 前林中 朝日丘中

（トーナメント戦） 　　　　４７チーム １２／２２　（日） 藤岡南中学校体育館 ３位 末野原中・藤岡中 藤岡中・豊南中

　１／１１　（土） 優勝；南山中　２位；朝日丘中　３位；開誠館中　４位；梅坪台中　５位；長久手南中　６位；香芝東中　７位；益富・藤岡南中　８位；末野原中　９位；藤岡中　１０位；若園中

　１／１２　（日） １１位；竜神中　１２位；三谷中　１３位；美里中　１４位；犬山中　１５位；日進東中　１６位；豊南中　１７位；刈谷東中　１８位；逢妻中　１９位；崇化館中　２０位；高杉中

　１／１２　（日） ２１位；豊川東部中　２２位；上郷中　２３位；日進北中　２４位；緑陽中

　１／１３　（月）

　１／１２　（日） 柳川瀬体育館 （男子） １位 ２位 ３位 新規登録チーム　

　１／１９　（日） 柳川瀬体育館 １部 トリプルダブル 元町クラブ ＹＯＵ 男子；BELL PEPPERS、SUNRISE、Others

　２／　９　（日） 豊田市運動公園体育館 ２部 ガンバ エクセル ＰOSITIVES

男子　５９チーム 　２／１６　（日） 柳川瀬体育館 ３部 ファーストブレーカー サブリナ ＣＯＲＷＳ＆ＣＲＡＦＴ

支

支

１０／１２　（土）

１０／１３　（日）

豊田市運動公園体育館

７５０名

連

中学生 １５０名

連

１１ｔｈ　フレンドシップｹﾞｰﾑ

支

支

第２１回愛知県ジュニア

バスケットボール選手権大会

中学生

フライデーバニラ、ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮ　ＳＰ、豊川マミーズ、サラダボール、キットカット、蒲郡ママ１９８５、江南ドリーム、フライデーズ、カントリーマーム、Ｗｉｔｃｈｅｓ

中学生

　　　　１０チーム ２００名 　９／１５　（日）

スカイホール豊田

メイン＆サブ

スカイホール豊田

豊田市運動公園

西部体育館

スカイホール豊田

メイン＆サブ

１１／３０　（土）

１２／　１　（日）

一般

１１００名

市民選手権リーグ大会（後期）　　　

愛知クラブ連盟　リーグ戦大会 一般

中学生 女子　２４チーム ６００名

第７回　ひまわりカップ

豊田市近郊中学生

バスケットボール大会

６００名

４５０名

男子　５９チーム 　２／１６　（日） 柳川瀬体育館 ３部 ファーストブレーカー サブリナ ＣＯＲＷＳ＆ＣＲＡＦＴ

女子　　７チーム 　３／　２　（日） 豊田市運動公園体育館 ４部 ＫＡＴＥＲＵＹＡ ＺHＡＮ カントリーズ

        ６６チーム 　３／１６　（日） 豊田市運動公園体育館 ５部 ＶＡＮＤＩＥＲＡ サミット ２nd　ＷＩＮＧ

　３／２３　（日） 豊田市運動公園体育館 ６部 CROSSOVER ＤＥＬＩＲＡＴ ＡＰＥＳ

　３／３０　（日） 柳川瀬体育館 ７部 キングダム Ohters ＳＵＮＲＩＳＥ

有料入場 トヨタ自動車 ６３－５７ トヨタ紡織

１８６４名 トヨタ自動車アルバルク東京 １１３－５７ 兵庫ストークス

有料入場 トヨタ自動車 ７３－４９ 富士通

２１０４名 トヨタ自動車アルバルク東京 ９０－７５ 兵庫ストークス

第５回 男子　　１２チーム （男子）１位；神の倉中　２位；城北中　３位；犬山中　４位；末野原中　５位；鬼崎中　６位；春日井西部中

女子　　１２チーム ４５０名 （女子）１位；水野中　２位；藤岡中　３位；六ツ美北中　４位；日進西中　５位；滝ノ水中　６位；中山中

　　　　　２４チーム

男子　　９チーム 一般教室男子・・・・１位；挙母　２位；高橋　３位；前山、高岡　　　　一般教室女子・・・・１位；高橋Ａ　２位；挙母　３位；高岡B、逢妻

女子　１１チーム 　　クラブ男子・・・・１位；豊田　２位；ＫＢＢ　３位；足助　　　　　　クラブ女子・・・・・・１位；豊田　２位；ＫＢＢ　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；シェンロンＪｒ（Ｂ）　３位；ＫＢＢＪｒ

女子　　６チーム ジュニア女子・・・・１位；益富・藤岡南Ｊｒ　　２位；日比野Jr　　３位；ＫＢＢＪｒ

第２８回 男子　１０チーム 高岡公園体育館 優勝 堤小 井上小

豊田市小学校ミニバスケットボール 女子　３１チーム ８５０名 豊田市運動公園体育館 準優勝 市木小Ａ 梅坪小

新人大会（予選ﾘｰｸﾞ・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦） 　　　　３８チーム 　　２／２３（日） 豊田市運動公園体育館 ３位 前山小 根川小・平井小

有料入場 トヨタ自動車 ８０－４８ 日立ハイテク

１８４８名 トヨタ自動車アルバルク東京 ７７－６７ 和歌山トライアンズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

有料入場 トヨタ自動車 ８２－７６ 日立ハイテク

２２１５名 トヨタ自動車アルバルク東京８２－８１和歌山トライアンズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知女性連盟 一般

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季大会 （女性）

女子　　　６チーム 　３／２９　（土） （男子）優勝；カクタスJr　　準優勝；安城レッズ　　３位；岡崎Ｊｒ　　４位；豊田Ｊｒ

体

体 第１５回　　ＷＪＢＬ豊田大会

連

３５０名

　３／　９（日）

高岡公園体育館

豊田市運動公園体育館

豊田市運動公園体育館

スカイホール豊田

連

連 中学生

支

豊田市運動公園体育館　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）

小学生

　　２／２２（土）

連

体

一般

第７回

豊田市スポーツ少年団

バスケットボールクラブ連盟

交流試合（会長杯）

第１５回　　ＷＪＢＬ豊田大会

２／　１（土）

２／　２（火）

市民選手権リーグ大会（後期）　　　

第１回　　　ＮＢＬ豊田大会

１／２５　（土）

１／２６　（日）

６００名

３／　１　（土）

３／　２　（日）

スカイホール豊田

体 第１回　　　ＮＢＬ豊田大会

フライデー、ＴＯＹＯＴＡ　ＳＵＮ、豊川マミーズ、サラダボール、キットカット、蒲郡ママＡ・Ｂ、江南ドリーム、フライデーズ、エンジェル、カントリーマム、ラブＭ、ＪＥＳＳ、キットカットベリー、Ｗｈｉｃｈｅｓ３００名

２／　８（土）

２／２３（日）

女子　１６チーム

ミニ

有料

有料

有料

有料

６００名

ジュニア

女子　　　６チーム 　３／２９　（土） （男子）優勝；カクタスJr　　準優勝；安城レッズ　　３位；岡崎Ｊｒ　　４位；豊田Ｊｒ

男子　　　８チーム 　３／３０　（日） （女子）優勝；瀬戸ドリーム　　準優勝；豊田A　　　３位；応時スピリッツ　　４位；岡崎ＭＢＣ

男子　　１２チーム 　３／２９　（土） （男子）優勝；豊橋　　準優勝；大垣　３位；不二　４位；桜

女子　　１２チーム 　３／３０　（日） （女子）優勝；平成　　準優勝；豊田　３位；豊橋　４位；不二

支 第６回　グレードカップ ６０名 　３／２９　（土） 豊田地域文化広場

豊田市運動公園体育館　　　　　　　　　　

中学生 高岡公園体育館　　

支

豊田カップ

（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ・ﾘｰｸﾞ戦）

１５０名小学生

１５０名


