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三重県バスケットボール協会

2020年　社員総会

一般社団法人　三重県バスケットボール協会



目 的　　　 (「定款」より抜粋)

1　 三重県におけるバスケットボール競技界の統轄 

2 　県内のバスケットボールの普及及び振興を図る 

3　 バスケットボールを通じて県民の心身の健全な発達に寄与する 

2020年度 重点目標 

2021年度「三重とこわか国体・大会」に向け、三重県一丸となって進んでいく。 

「心ひとつにチーム三重」が実践できるように。 

* 協会組織拡充 
・各委員会・連盟ともに委員長を中心に協力体制を整え、組織を充分に機能させる。 

* 競技力向上 
・競技力向上は、重要課題である。全員の協力の下、競技力向上を目指す。 
・「三重とこわか国体」競技別天皇杯・皇后杯獲得を目指す。 
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事業報告（県内事業）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

4 3～12 県協会 一般春季大会申込み

13 ユース育成 U12男子・女子県DC　兼審判講習会 明和町総合体育館

15 ユース育成 U16女子県DC 四日市商業高校

16 ユース育成 U16男子県DC 津工業高校

20～29 U18 高校総体　各地区予選 県内高校

21～5/12 U15 県選抜大会地区予選 県内各地

21 社会人連盟 総会及びＴＯ講習会 サンワーク津

22 ユース育成 U16女子県DC 四日市商業高校

23 ユース育成 U16男子県DC 津工業高校

5 7 ユース育成 U16女子県DC 四日市商業高校

12 県協会 一般春季大会 明和町総合体育館

14 ユース育成 U16男子県DC 津工業高校

19 県協会 一般春季大会 あけぼの学園高校

19 指導者育成 第１回リフレッシュ講習会 稲生高校

21 ユース育成 U16男子県DC 津工業高校

26 ユース育成 U14・U13男子・女子県DC 南郊中学校

31～6/2 U18 県高校総体 サオリーナ、津西高校

6 2 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

8 ユース育成 U16男子県DC 津工業高校

8 ユース育成 U16女子県DC 四日市四郷高校

8～9 U15 県選抜大会 亀山西野公園体育館、安濃体育館

9 県協会 定時社員総会 津市産業スポーツセンター

9 U18 県高校定通制総体 みえ夢学園高校

9 社会人連盟 審判講習会 鈴鹿高専

15、22 学連 県学生リーグ 鳥羽商船高専、皇學館大学

16 社会人連盟 O-40/O-50/レディース選手権 白山体育館

16 U15 リーグ戦 石薬師高校、橋北中学校

16～7/27 U12 前期リーグ戦 県内各地

23 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

30 県協会 一般春季大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

30 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館、白山体育館

7 13～24 U15 県総体地区予選 県内各地

14 社会人連盟 リーグ戦 皇學館大学

28 社会人連盟 リーグ戦 皇學館大学

28 U12 夏季選手権

30,31 U15 三重県中学総体 サオリーナ

8 3 ユース育成 U14・13男子・女子　各地区DC 県内中学校

4 社会人連盟 リーグ戦 サオリーナ

17 ユース育成 U14・13女子県DC 石薬師高校

18 ユース育成 U14・13男子県DC 石薬師高校

25 ユース育成 U12男子・女子県DC 南立誠小学校

29 ユース育成 U15女子県DC 四日市商業高校

31,9/1 県協会 県総合選手権大会 亀山西野公園体育館、皇學館大学

9 1 ユース育成 U15男子　各地区DC 県内高校・中学校

1 社会人連盟 リーグ戦 さんぎんアリーナ、白山体育館

7,8,15 U18 高校選手権大会県予選（1回戦～3回戦） 県内高校

7,8 U12 前期リーグ戦（M4） 県内各地

15 社会人連盟 リーグ戦 香良洲体育館

16 ユース育成 U14･13男子・女子県DC 橋南中学校・創徳中学校

16 ユース育成 U13･12男子・女子県DC 橋南中学校・創徳中学校

16 県協会 みえスポーツフェスティバル 身体障害者総合福祉センター

22 社会人連盟 リーグ戦 さんぎんアリーナ

23 ユース育成 U15男子　各地区DC 県内高校

28,29 ユース育成 U15女子県DC 四日市四郷高校

29 指導者養成 D級　第1回コーチ講習 白子高校

29 社会人連盟 県選手権 東員体育館
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事業報告（県内事業）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

10 6 指導者養成 D級　第2回コーチ講習 白子高校

6 社会人連盟 県選手権 皇學館大学

13 社会人連盟 県選手権 白山体育館

14 3x3委員会 U18 3x3日本選手権大会県予選 四日市高校

14 ユース育成 U14・13男子・女子県DC 橋南中学校

14 ユース育成 U13･12男子・女子県DC 橋北中学校

14 ユース育成 U12男子・女子県DC （PM）南立誠小学校

19 ユース育成 U15男子県DC（交流戦） 松阪工業高校

20 社会人連盟 県選手権 皇學館大学

20～11/24 U12 後期リーグ戦 県内各地

26,27 U18 高校選手権大会県予選（4回戦～準々決勝） 県内高校

27 社会人連盟 リーグ戦 亀山西野公園体育館

11 2,3 U18 高校選手権大会県予選（準決勝・決勝） 三重交通Gスポーツの杜伊勢

9,10 U15 県ジュニア大会 北勢中学校、亀山西野公園体育館

16 ユース育成 U15男子県DC 飯野高校

16 学連 県学生リーグ 鳥羽商船高専

16～23 ユース育成 U14・13男子・女子　各地区DC 県内中学校

24 3x3委員会 OPEN 3x3日本選手権大会県予選 鈴鹿高専

30,12/1 ユース育成 U15女子県DC 四日市四郷高校

30 ユース育成 U14・13男子・女子県DC 創徳中学校・南が丘中学校

30 県協会 第２回リフレッシュ講習 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

12 1 社会人連盟 リーグ戦 皇學館大学

1 U12 県スポ少大会 東員体育館、木曽岬体育館

8 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

8 ユース育成 U12男子・女子県DC 南立誠小学校

8 U18 県高校定通制大会 四日市高校

14,15 U12 後期リーグ（M4） 県内各地

15 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館、白山体育館

21～1/19 U15 県新人地区予選 県内各地

1 6～19 U18 県高校新人大会 各地区予選 県内高校

19 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 久居体育館

26 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 白山体育館

25 U18 県高校新人大会（1･2回戦） 県内高校

25,26 U12 全国大会三重県予選 三重県営サンアリーナ

26,2/1,2/2 U18 県高校新人大会（準々決勝・順位決定戦・決勝リーグ） 三重県営サンアリーナ

2 1,2 U15 県新人大会 三重県営サンアリーナ

2 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 鳥羽商船高専

2 U12 全国大会三重県予選 三重県営サンアリーナ

9 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 白山体育館

11 ユース育成 U14･13男子・女子県DC 青山中学校・橋北中学校

16 ユース育成 U14･13男子・女子県DC 橋南中学校・大木中学校

16 ユース育成 U14･13男子・女子　各地区DC 県内中学校

23 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 亀山西野公園体育館

23 ユース育成 U14･13男子・女子県DC 橋北中学校・南郊中学校

23 ユース育成 U14･13男子・女子　各地区DC 県内中学校

29 ユース育成 U15女子県DC【中止】 平田野中学校

3 8 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント【中止】 安濃体育館

14 ユース育成 U13県DC及びU14地区DC　男子・女子（交流戦）【中止】 亀山西野公園体育館
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事業報告（ブロック大会）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

4 6,7 障がい者 天皇杯日本車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会西日本第2次予選 山口県　維新百年記念公園スポーツセンター

5 25,26 社会人連盟 地域リーグ（第1節） 岐阜県下呂市

25,26 障がい者 全国障がい者スポーツ大会車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ北信越東海ブロック予選三重県　サオリーナ

6 8,9 障がい者 全国障がい者スポーツ大会知的ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ北信越東海ブロック予選岐阜県

8,9 社会人連盟 地域リーグ（第2節） 愛知県一宮市

22,23 U18 東海高校総体 静岡県　エコパアリーナ

22,23 社会人連盟 地域リーグ（第3節） 石川県

23 障がい者(車いす) 車いすバスケットボール　東海北陸ブロック定期（前期）大会 富山県滑川市

29,30 高専 東海地区高専大会 三重県　芸濃総合文化センター

7 13,14 社会人連盟 地域リーグ（第4節） 静岡県藤枝市

20,21 社会人連盟 地域リーグ（第5節） 岐阜県

27,28 社会人連盟 地域リーグ（第6節） 石川県

29～8/1　 障がい者 東海北陸ブロック定期（前期）大会　［車いす］ 石川県金沢市

8 3,4 社会人連盟 東海社会人O-40/O-50選手権大会ブロック予選 三重県　サオリーナ

7,8 U15 東海中学 三重県　サオリーナ

24,25 東海協会 東海ブロック国体 三重県　サオリーナ

障がい者(車いす) 強化試合（東海北陸、近畿、関東、東京）　［車いす］ 長野県安曇野市

9 1 障がい者(車いす) 東海北陸ブロック定期（後期）大会　［車いす］ 愛知県岡崎市

8 U18 東海高校定通制大会 静岡県　草薙総合運動場体育館

14,15 社会人連盟 地域リーグ（第7節） 石川県

21～23 日本協会 全日本総合選手権1次ラウンド 兵庫県西宮市

28,29 社会人連盟 地域リーグ（第8節） 岐阜県

10 19,20 社会人連盟 日本社会人レディース交流会中地区 京都府宇治市

11 9,10 社会人連盟 地域リーグ（第9節） 三重県　三重交通Ｇスポーツの杜伊勢

17,18 協会 東海総合バスケットボールチャンピオンシップ 岐阜県　岐阜メモリアルセンター

17 3x3委員会 第6回3x3U18日本選手権中日本エリア大会 大阪府　府立柴島高校

12 14,15 U15 東海ジュニア大会 愛知県名古屋市

21,22 U12 東海ミニバスケットボール大会 愛知県豊橋市

21,22 障がい者(FID) バスケットボール（知）　春日井カップ 愛知県

1 19 3x3委員会 OPEN 3x3日本選手権エリア大会　中日本エリア 大阪府

25,26 社会人連盟 東海社会人バスケットボール選手権大会 静岡県静岡市

2 15,16 U18 東海高校新人大会 岐阜県　OKBぎふ清流アリーナ他

2 障がい者(ツイン) 車いすツインバスケットボール 日本選手権大会 東海ブロック予選 愛知県　名古屋市障害者スポーツセンター

3 障がい者(車いす) 天皇杯　日本車いすバスケットボール選手権大会　東海北陸１次予選愛知県　中村スポーツセンター

事業報告（全国大会）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

5 10～12 障がい者(車いす) 天皇杯日本車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 東京都　武蔵野の森総合スポーツプラザ

6 29～30 障がい者(車いす) 全日本車いすバスケットボール競技大会 新潟県　長岡市市民体育館

7 28～8/2 U18 全国高校総体 鹿児島県薩摩川内市他

29～8/1 U18 全国高校定通制大会 東京都　駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場屋内球技場

8 3,4 障がい者 第24回FIDジャパンチャンピオンシップバスケットボール大会 長野県佐久市

22～25 U15 全国中学 和歌山県和歌山市

23,24 高専 全国高専体育大会 島根県　松江市総合体育館

9 21～24 日本協会 日本スポーツマスターズ 岐阜県

14･15 障がい者(車いす) 日本選抜車いすバスケットボール選手権大会 群馬県　高崎アリーナ

10 19･20 障がい者(ＦＩＤ) 理事長杯　全日本デフバスケットボール選手権大会 神奈川県　障害者スポーツセンター横浜ラポール

11 30～12/1 3x3委員会 第6回3x3U18日本選手権大会 東京都　大森ベルポート

23･24 障がい者(車いす) 全日本ブロック選抜車いすバスケットボール選手権大会 福岡県　北九州市立総合体育館

12 23～29 U18 全国高校選手権大会 東京都　武蔵野の森総合ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ他

1 12～13 障がい者(車いす) 皇后杯 日本女子車いすバスケットボール選手権大会 兵庫県　神戸市立中央体育館

2 22～23 3x3委員会 OPEN 3x3日本選手権大会 東京都　大森ベルポート

3 26～29 日本協会 全国U15選手権プレ大会【中止】 東京都　武蔵野の森総合ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

20～22 社会人連盟 全日本社会人バスケットボール選手権大会 愛知県豊田市

28～30 U12 全国ミニバスケットボール大会【中止】 群馬県　高崎アリーナ
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第１回（５月９日）　協会事務局所

１．裁定委員紹介　　２．基本規程の改定について　　３．U12部会について　

４．定時社員総会について

第２回（６月６日）　協会事務所

１．定時社員総会について　　２．東海ブロック国体について　　３．強化について　

４．U12部会について　　５．中体連全国大会開催に関わる広告掲載・協賛企業の募集について　

６．コーチ講習について

第３回（７月４日）　協会事務所

１．東海理事会・全国評議委員会報告　　２．東海ブロック国体について　

３．Wリーグ三重大会について　　４．県総合選手権大会について　　５．強化について　

６．ユース育成より　　７．U18部会より　　８．U12部会より

第４回（８月２０日）　協会事務所

１．全国専務理事会報告　　２．東海ブロック国体について　　３．県総合選手権について　

４．スポーツフェスティバルについて　　５．来年度のスケジュールについて　　６．U12部会より

第５回（９月１９日）　協会事務所

１．茨城国体の視察について　　２．D-fund関連について　

３．全中広告協賛募集について

第６回（１０月１５日）　協会事務所

１．裁定委員長報告　　２．U12について

第７回（１０月２９日）　協会事務所

１．各事業の見直しについて　　２．U12について

第８回（１１月２１日）　協会事務所

１．Wリーグ三重県開催について　　２．来年度スケジュールについて　　３．U12について

第９回（１月２３日）　協会事務所

１．臨時社員総会について　　２．三重国体の役員について　　３．U12について

第１０回（２月２７日）　協会事務所

１．全国専務理事会報告　　２．東海協会理事会報告　　３．臨時社員総会資料について　　

４．U-18リーグ戦について　　５．U-16東海ブロック推薦者リストについて

６．新型コロナウイルス感染症について

２０１９（令和元）年度　理事会報告
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１．県内競技大会成績

１位 ２位 １位 ２位

　社会人の部

　高等学校の部（Ｕ１８部会）

　中学校の部（U１５部会）
亀山西野公園体育館 橋北 紀北 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 創徳
芸濃総合文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ （津市） （紀北町） （四日市市） （鈴鹿市）

橋北 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 鼓ヶ浦
（津市） （四日市市） （四日市市） （鈴鹿市）

11/9・10 北勢中学校体育館

亀山西野公園体育館

ﾒﾘﾉｰﾙ学院 北 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 千代崎
（四日市市） （名張市） （四日市市） （鈴鹿市）

　ミニの部（U１２部会）

10/20～
　12/15

7/28

２０１９（令和元）年度　　　競技成績

開催日 競　技　大　会　名 会　場
参
加
数

男　　　子 参
加
数

女　　　子

Active Five

　一般の部
5/12・19
6/30

第７３回一般春季大会 明和町体育館他 30 Ｏ５５ ランポーレ三重 12

BOON

ＶＥＡＴ Active Five

8/31
9/1

第７３回県総合選手権大会
三重交通Ｇ
スポーツの杜伊勢 10 ランポーレ三重 Ｏ５５ 6

名張クラブ

いなべ総合学園

11/24
第5回 3×3　OPENｶﾃｺﾞﾘｰ
 日本選手権 三重県予選大会

鈴鹿工業高等専門
学校

12
ORANGE
ARROWS

ORANGE
ARROWS NEXT 4

GREEN
ARROWS

第２回三重県社会人0-40選
手権大会

津市
白山体育館 4 EMOTION ＲＯＣ 1

第２回三重県社会人選手権
大会

6/16
第２回三重県社会人
レディース交流大会県予選

津市
白山体育館 2 Bravery サプライズ

6/16

皇學館大

ＶＥＡＴ

6/2～
　　　3/8

2019-2020三重県社会人
リーグ　男子１部

津市安濃総合
公園内体育館他 8 ＨＪ ＢＥＥ

9/29・10/6
13・20

2019-2020三重県社会人
リーグ　男子２部Ａ

7 Active Five皇學館大学他 23 Ｏ５５ 伊鈴屋

津市安濃総合
公園内体育館他 7 伊鈴屋

6/2～
　　　3/8

6/2～
　　　3/8

2019-2020三重県社会人
リーグ　男子２部Ｂ

津市安濃総合
公園内体育館他 7 ＡＬＩＣＥ Ｋ’ｓクラブ

6/2～
　　　3/8

6/2～
　　　3/8

2019-2020三重県社会人
リーグ　男子３部Ａ

津市安濃総合
公園内体育館他 6

8 ＶＥＡＴ

ＳＣＲＡＰＰＰ

Active Five

津ダンクス
JAM
SESSION

2019-2020三重県社会人
リーグ　男子３部Ｂ

津市安濃総合
公園内体育館他 6 ＡＩＲ

6/2～
　　　3/8

2019-2020三重県社会人
リーグ　女子１部

6/2～
　　　3/8

2019-2020三重県社会人
リーグ　女子２部

津市安濃総合
公園内体育館他

海星

津市安濃総合
公園内体育館他

いなべ総合学園

49 四日市商業 いなべ総合学園

7 Bravery 三重大学

KAMBE　１

9/7～
　　11/3

第７２回全国高校選手権
大会県予選

三重交通G
ｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢他 57 四日市商業海星 四日市工業 46

10/14 10
第6回 3ｘ3 U18日本選手
権大会三重県予選会

四日市高校 14 海星

5/31
6/1･2

県高校総合体育大会 サオリーナ他 56 四日市工業

KAMBE　２

1/25･26
2/1・2

県高校新人大会
三重県営
サンアリーナ他

55 四日市工業 津工業 44

NOGEI　Ⅱ

いなべ総合学園 メリノール学院

北星 みえ夢学園 大橋学園

北星 みえ夢学園

16

6/9
県高校定通制総体兼全国・
東海高校定通制大会県予選

みえ夢学園 6

サオリーナ

12/8 県高校定通制大会 四日市高校 6

16

1

三泗ジュニア

6/8･9 第５０回
県中学生選抜大会

16

12

16
7/30・31 第７２回

県中学校総合体育大会

NAVY ANCHORS 鈴亀ジュニア

1/26・27 第４０回
県中学生新人大会

県営 サンアリーナ 16 16

第２１回
県ジュニア大会

12 NAVY ANCHORS

富田 常磐西 62 桜島
6/16 ～
　　　9/8

第30回33FG杯選抜大会
2019年度前期リーグ

松阪市
さんぎんアリーナ他 70

鈴亀

八郷

第３７回東海大会選考会
2019年度後期リーグ

県営
サンアリーナ他

70 松阪BEEING 多度 62 桜島 長島

8 関

第11回
夏季県選手権大会

HOS名張体育館 7 三泗 松紀 7 三泗

12/1 第25回
県スポーツ少年団交流大会

東員町体育館
木曽岬町体育館

8 いなべ 川越 つつじ

1/25・26
2/2 第44回全国ミニ予選大会

県営
サンアリーナ他

50 常磐西 清和 50 桜島 八郷

6



２．全国・ブロック競技大会成績

開催日 競技大会名 開催地
参
加
数

出場チーム

1/19 大阪府 男 ORANGE リーグ ２１－　９ anBrost（富山）
柴島高校 16 ARROWS （2勝1敗） ２２－１５ YAIZU GR UNITED（静岡）

（６位） ２０－２１ IRISPARTNERS（愛知）

女  GREEN リーグ ２２－　７ 若宮商業（愛知）

11  ARROWS （3勝） ２１－１６ SUN HEARTS（大阪）

（１位） ２１－１０ Jelf（和歌山）

2/22～ 東京都 女  GREEN １回戦 １５－２１ SUN HEARTS（大阪）

2/23 大森ベルポート 16  ARROWS
（９位）

2019 鳥取県 男 Ｏ５５ １回戦 108－９０ CLASSIC RAMS（北海道）

3/16～ 鳥取県民体育館他 32 ２回戦 ７３－５８ はじめまして（大阪）
　3/18 ３回戦 ６２－８５ ＲＥＢＯＲＮ（新潟）

２０１８年度大会

女 VEAT １回戦 ７４－８０ 東海クラブ（茨城）
32

8/3・4 三重県津市 男 EMOTION １回戦 ６１－４２ 駒井商事（静岡）
サオリーナ 8 （Ｏ－４０男子） 準決勝 ５２－８１ ｴﾑﾌﾟﾗｽｼﾆｱ（愛知）

３位決定戦 ５９－４５ BUZZER BEATER（静岡）

EMOTION　　第３位 男 EMOTION50 １回戦 ２８－５８ FREEDOM Z（愛知）

名張クラブ　第３位 4 （Ｏ－５０男子） ３位決定戦 ４３－４６ キガタ（岐阜）

女 名張クラブ １回戦 ２８－５８ 藤枝南PLUMADE（静岡）

4 （Ｏ－４０女子） ３位決定戦 ３８－３０ 江南ドリームE（愛知）

10/19･ 京都府 女 Ｂｒａｖｅｒｙ １回戦 ４７－３９ LOVELY京都Ｙ（京都）
20 府立山城運動 Ａブロック ２回戦 ６４－２６ 香芝女子ＢＢＣ（奈良）

公園体育館 24 ブロック決勝 ３４－６５ 清水西クラブ（静岡）
1/25・26 静岡県 男 Ｏ５５ ２回戦 ７４－４９ 愛知教員（愛知）

このはなアリーナ 12 準決勝 ７６－５４ SPIRYTUS（愛知）
決勝 ５８－５６ MODERN CLUB（愛知）

Ｏ５５　　　優勝 伊鈴屋 １回戦 ６０－６７ 　Ｆａｂ Ｆｉｖｅ（岐阜）
ＶＥＡＴ　　第３位

上記２チームは 女 VEAT １回戦 116－６２ BLUE SNAKES（岐阜）
10 ２回戦 109－４１ Ｋ－ＣＬＵＢ（岐阜）

全国大会出場　 準決勝 ５６－７２ LOWS（愛知）
３位決定戦 ９４－８３ Ｗｉｎｓ（愛知）

Active Five １回戦 ７３－８１ Ｗｉｎｓ（愛知）
5/25～ スポーツの杜伊勢他 男 ５２－９０
　11/10 8 ６９－７９

５６－６２
６７－６８
７９－７７
６２－６４

１４戦　５勝９敗 ６４－８８
８チーム中６位 ６４－７５

６９－８２
総得点　９６３点 ８１－６６
総失点　９８４点 ６２－６４

７５－７１
８４－５４
７９－４４

8/24･25 島根県 男 鈴鹿工業高専 予選リーグ ９４－７０ 大阪府大高専（大阪）

12 〃 ７２－５８ 長岡高専（新潟）

準決勝 ６２－５２ 北九州高専（福岡）
決勝 ６７－７３ 松江高専（島根）

女 鈴鹿工業高専 ２回戦 ８７－６１ 新居浜高専（愛媛）
8 準決勝 ９３－５２ 仙台高専名取（宮城）

決勝 ５２－６０ 松江高専（島根）

　学連（高専）の部
第５４回
全国高等専門学校体育大会

松江市
総合体育館

メインアリーナ

準優勝
鈴鹿工業高専（男子）

準優勝
鈴鹿工業高専（女子）

イカイレッドチンプス

APEX Holly Knights

Ｄｒ．ＬＩＮＣＯＬＮ

ホシザキ

石川ブルースパークス

Gifu Seiryu Heroes

第２回日本社会人ﾚﾃﾞｨｰｽ交
流大会（中地域）

第２回全日本社会人選手権
大会東海ブロック大会

東海・北信越地域リーグ RANPOLE三重
リンタツ

２０１９（令和元）年度　　　競技成績

　社会人の部
第１回全日本社会人選手権
大会東海ブロック大会

第２回
全日本社会人ＯＡ選手権
大会ブロック大会

戦　　　　　績

　一般の部
第5回 3×3
 OPEN日本選手権
  中日本エリア大会

第5回 3×3
 OPEN日本選手権大会

7



２．全国・ブロック競技大会成績

開催日 競技大会名 開催地
参
加
数

出場チーム

6/22･23 第６６回東海高校総体 静岡県 男 津工業 １回戦 ６２－８０ 高山西（岐阜）
エコパアリーナ 12 海星 １回戦 ６８－５７ 富田（岐阜）

２回戦 ６６－１０８ 桜丘（愛知）
四日市工業 ２回戦 ６３－８１ 中部大第一（愛知）

女 四日市四郷 １回戦 ４８－９３ 常葉大常葉（静岡）
12 いなべ総合学園 １回戦 ５９－４９ 島田（静岡）

２回戦 ３６－１１５ 桜花学園（愛知）
四日市商業 ２回戦 ８３－９３ 名古屋女子大（愛知）

8/1～7 全国高校総体 鹿児島県 男 四日市工業 １回戦 ９４－４６ 県立富山工業（富山）
サンアリーナせんだい他 53 ２回戦 ６５－７６ 県立広島皆実（広島）

女 四日市商業 １回戦 ７６－７０ 鵠沼（神奈川）
51 ２回戦 ９１－８４ 県立広島観音（広島）

３回戦 ８５－９０ 県立西原（沖縄）
12/23～ 第７２回 東京都 男 海星 １回戦 ６４－１１０ 県立長崎西（長崎）

29 全国高校選手権大会 武蔵野の森 60
　総合スポーツプラザ 女 四日市商業 １回戦 ５０－６１ 県立郡山商業（群馬）

60
2/15・16 第３３回 岐阜県 男 津工業 １回戦 ５９－７８ 高山西（岐阜）

東海高校新人大会 OKBぎふ清流アリーナ他 12 皇學館 １回戦 ９３－１０６ 美濃加茂（岐阜）
四日市工業 ２回戦 ６６－５１ 静岡学園（静岡）

（第４位） 準決勝 ７８－９４ 美濃加茂（岐阜）
３位決 ５２－７９ 富田（岐阜）

女 四日市商業 １回戦 ５４－６７ 藤枝順心（静岡）
12 メリノール学院 １回戦 ６３－５８ 名古屋女子大（愛知）

２回戦 ３２－７２ 浜松開誠館（静岡）
いなべ総合学園 ２回戦 ９０－９１ 安城学園（愛知）

7/29～ 第２９回 東京都 男 北星 ２回戦 ５９－２７ 県立佐渡相川分校（新潟）

　8/1 全国高校定時制通信制大会 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 46 ３回戦 ７１－４２ 県立松江工業（島根）
　　 総合運動公園 準々決勝 ５８－４８ 都立一橋（東京）

屋内球技場 準決勝 ５７－５４ 県立博多青松（福岡）

決勝 ６３－８７ 天理（奈良）
女 大橋学園 １回戦 ５０－５３ 県立北斗（青森）
27

9/8 東海高校定時制通信制大会 静岡県 男 みえ夢学園 １回戦 ２９－４０ 県立加茂（岐阜）
草薙総合運動場 4

体育館 女 大橋学園 １回戦 １８－２６ 静岡中央（静岡）
4

11/17 大阪府 男 海星 予選リーグ １０－１６ Brave Warriors
府立柴島高校 13 （４位） （3勝1敗） ２１－２０ EAGLES

予選2位通過 ２１－１９ ホワイトフォックス

　　中日本エリア大会通過 ２０－１５ 福井県立奥越明成高等学校男子

　　　　　男子：海星 女 KAMBE 予選リーグ １７－１０ Wild Boars
　　　　　女子：KAMBE 12 （３位） （2勝0敗） ２１－　３ Yourte.

予選1位通過

11/30～ 東京都 男 海星 １回戦 ２１－１７ DESAFIANTE

12/1 大森ベルポート 16 ２回戦 　７－２１ Atom

　　　　海星：全国８位 女 KAMBE １回戦 １４－１９ まめまめしきねずちる

　　KAMBE：全国12位 16

2019 第３２回都道府県対抗 東京体育館　他 男 三重選抜 予選リーグ ６４－５５ 栃木
3/28～ ジュニア大会２０１９ 47 ４５－５１ 鹿児島

30 決勝トーナメント ４４－５６ 東京Ａ
２０１８年度大会 女 三重選抜 予選リーグ ５７－４６ 栃木

47 ４８－４２ 熊本
決勝トーナメント ４６－６３ 長崎

8/7・8 男 橋北（津市） １回戦 ７８－６２ 城南静岡(静岡）
8 準決勝 ５０－４９ 久方（愛知）

決勝 ７９－７５ 葵（愛知）

ﾒﾘﾉｰﾙ学院 １回戦 ６１－８９ 葵（愛知）
（四日市市）

女 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 １回戦 ６２－５３ 弥富北（愛知）
8 （四日市市） 準決勝 ５３－４３ 市立沼津（静岡）

男子優勝 決勝 ６８－６６ 長良（愛知）
橋北（津市）

鼓ヶ浦（鈴鹿市） １回戦 ６３－４８ 陶都（岐阜）
女子優勝 準決勝 ５１－７８ 長良（愛知）

メリノール学院 全国決定戦 ５２－８４ 市立沼津（静岡）

２０１９（令和元）年度　　　競技成績

　中学校の部（U１５部会）

第４１回
東海中学校総合体育大会

サオリーナ

戦　　　　　績

　高校の部（U１８部会）

準優勝
　　北星高校（男子）

第6回3×3U18日本選手権
中日本エリア大会

第6回 3×3
U18日本選手権大会
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２．全国・ブロック競技大会成績

開催日 競技大会名 開催地
参
加
数

出場チーム

8/22～ 第４９回 和歌山ビッグホエール 男 橋北（津市） 予選リーグ ４４－７６ 東海菅生（関東）
25 全国中学校大会 和歌山ビッグウェーブ 24 〃 ６６－６３ 三郷（東北）

和歌山県立体育館

女 ﾒﾘﾉｰﾙ学院 予選リーグ ７９－５６ 兄弟社（近畿）
24 （四日市市） 〃 ８１－５７ 名陵（中国）

決勝トーナメント ４９－５８ 八王子一（関東）
12/14・ 北スポーツセンター 男 NAVY ANCHORS 予選リーグ ６１－４８ 中部選抜（静岡）

15 守山スポーツセンター 12 〃 ５０－３５ J.cube（愛知）

準決勝 ５５－５９ 本巣ジュニア（岐阜）

３決 ５４－５８ SFプラチナ（岐阜）
三泗ジュニア 予選リーグ ７６－４９ 西部選抜（静岡）

〃 ５８－５９ SFプラチナ（岐阜）
尾北ジュニア 予選リーグ ３６－７９ ﾋﾟｭｱﾁｬﾝﾌﾟｽ（愛知）

〃 ７０－７８ 岐阜ワールド（岐阜）
女 NAVY ANCHORS 予選リーグ ４１－４４ J.sphere（愛知）
12 〃 ７４－３０ 東部選抜（静岡）

鈴亀ジュニア 予選リーグ ４５－７３ ブルーイーグル（愛知）
〃 ８２－３９ レッドテール（岐阜）

津ジュニア 予選リーグ ５３－５８ 中部選抜（静岡）
〃 ５３－２８ BREAKERS（岐阜）

2019 技術交流会 岐阜県 男 三重 交流戦 ５３－３８ 京都
3/9 瑞浪市（男子） 8 〃 ３４－３０ 奈良

２０１８年度大会 東海学院大学（女子） 〃 ３９－３９ 愛知
女 三重 交流戦 ３９－３９ 東大阪
8 〃 ４９－２７ 京都

〃 ４８－３３ 岐阜
2019 第50回全国ミニ大会 男 海陽 交流戦 ３５－４２ 都跡（奈良）
3/28～ 48 〃 ３２－２８ 平野（滋賀）

30 ２０１８年度大会 〃 ３４－５６ 豊田（富山）
女 勢和 交流戦 ４４－４９ 小明見（山梨）

〃 ２２－５２ 百合台（千葉）
48 〃 ３４－６４ 武山（神奈川）

12/21～ 第42回 愛知県 男 松阪BEEING 1回戦 ２１－４３ 吉田方（愛知）
22 東海ミニバスケットボール大会 豊橋市 多度 1回戦 ２２－４６ フジ（愛知）

常磐西 1回戦 ２４－４８ いずみ（愛知）
富田 1回戦 ３０－６９ 玉川（愛知）

女 桜島 1回戦 ４５－３７ 豊川（愛知）
2回戦 ５６－１７ KST（岐阜）
準決勝 ４９－４６ 岡崎（愛知）
決勝 ４６－４１ 知多（愛知）

長島 1回戦 ５２－５０ 滝の水（愛知）
2回戦 ５５－７１ 北郷成美（静岡）

優勝 八郷 1回戦 ３７－５１ 知多（愛知）
桜島（女子） 玉垣 1回戦 ３７－４６ 岡崎（愛知）

2/22～23 U-12ステップアップ 静岡県 男 三重 予選リーグ ５９－２３ 静岡地区
ｹﾞｰﾑｽﾞ　ＩＮ　TOKAI 静岡県武道館 7 予選リーグ ６０－２９ 愛知

決勝 ３３－４６ 山梨
女 三重 予選リーグ ４０－２５ 静岡地区

優勝　三重（女子） 7 予選リーグ ６１－２５ 愛知
準優勝　三重（男子） 決勝 ５１－２５ 静岡

２０１９（令和元）年度　　　競技成績

　ミニの部（U１２部会）

群馬県高崎市
高崎アリーナ

戦　　　　　績

　中学校の部（U１５部会）

第２７回
東海ジュニア選手権大会
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●審判委員会

月日 大会名・行事名 開催地 派遣審判員名

4月6日 京王電鉄杯(S級1次審査) 東京都 山本雄、林

横井、中島、清野、東出、植村、折戸、河野、田中誠、米山

谷、森林、内田、加藤鉄、青木、山路、中原、高橋

5月3日～6日 東海学生トーナメント　準々決勝以降 小牧市 坂井元、山本雄、神山、林、藤原、林、佐藤寛、横井、内田

6月4～7日 西日本学生選手権大会 大阪 坂井元、川本、山本雄、林、高橋、河野、幡野、藤原、折戸、米山

6月8日 和歌山プレ全中 和歌山県 坂井元、佐藤寛、折戸、橡尾

6月22～23日 東海高校総体 静岡市 坂井元、川本、山本雄、林、中島

6月22～23日 東海高校総体(東海ブロックＡ級２次審査) 静岡市 田中誠、佐藤寛、内田、横井、藤原

愛知、岐阜 坂井元、川本、山本雄、神山、林、田中誠、折戸、中島

三重 米山、奥川、内田、横井、藤原

7月13～15日 WJBLサマーキャンプ 長崎県 坂井佑

7月26～31日 全国高校総体 鹿児島県 神山

8月6～8日 東海中学校総体 サオリーナ 神山、林、佐藤寛、東出、山路

8月22～25日 全国中学校大会 和歌山県 佐藤寛、東出、山路

8月24～25日 東海ブロック国体予選 サオリーナ 坂井元、坂井佑、山本雄、神山、林

8月 東海学生リーグ（３部） 愛知県内 米山、佐藤寛、内田、北岡、谷、山路、中原、東出、森林、青木、折戸、高橋

9/21日～23日 全日本総合選手権１次ラウンド(S級2次審査） 兵庫県/徳島県 坂井佑、山本雄、林

坂井佑、山本雄、林、神山、田中誠、幡野、藤原、河野、奥川

佐藤寛、北岡、山路、折戸、内田、清野、横井、青木、高橋

9月～10月 関西学生リーグ、関西女子学生リーグ 大阪府など 坂井佑、神山、幡野、河野、折戸、奥川

9月～5月 Ｂリーグ、Ｗリーグ 全国各地 坂井元、坂井佑、山本雄、林

10月3日～5日 国民体育大会 茨城県 坂井元、山本雄、林

11月16～17日 東海チャンピオンシップ 岐阜市 坂井元、川本、山本雄、神山、林

11月16～17日 東海チャンピオンシップ(東海ブロックA級最終審査) 岐阜市 佐藤寛、内田、藤原

12月1日 全日本総合選手権２次ラウンド 刈谷市 坂井佑

12月8～10日 全日本大学バスケットボール選手権 東京都 林

12月14日～15日 東海ジュニア選手権 名古屋市 佐藤寛、東出、加藤鉄、小坂

12月22～26日 全国高校選抜大会（ウィンターカップ） 東京都 坂井佑、林

12月21日～22日 東海ミニ選手権 豊橋市 坂井佑、林、一ノ木、奥川、米山、若林、仲道、北岡、高木義、萩原

12月27日～29日 全関西中学大会 広島県 北岡、高橋、奥川

1月25～26日 東海社会人選手権 静岡市 田中誠、幡野、折戸、中原

2月14～16日 社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 岡山県 山本雄

2月9～10日 東海高校新人大会 坂井元、坂井佑、川本、神山、米山、中島

2月9～10日 東海高校新人大会（Ａ級1次審査） 佐藤寛、内田、折戸、藤原、幡野、横井

3月20日～23日 スプリングキャンプ 神奈川県 林

2月29日～3月1日 第1回U14DC静岡交流試合 清水市 佐藤寛、折戸

3月19日～22日 第2回社会人バスケットボール選手権 豊田市 藤原綾

3月27日～29日 全国U15バスケットボール選手権プレ大会 東京 佐藤寛、折戸

3月27日～31日 全国ミニ選手権 東京 奥川

月日 講習会名・会議名 会場 講師・参加者名

4月7日 審判委員会 四日市商業 坂井元、坂井佑、川本、山本雄　各連盟審判長

4月7日 三重県審判員総会（伝達講習会） 四日市商業 坂井元、坂井佑、川本、山本雄、神山、林　県内B,C級審判員

4月13日 ミニ連盟審判講習会 明和町体育館 坂井佑、山本雄、林、ミニ連審判員

5月～2月 B級審査会 三重県内 県内上級審判員、各連盟審判長

7月29日～31日 中学県大会審判講習会 サオリーナ 坂井元、坂井佑、川本

7月28日 ミニ連盟審判講習会（夏季選手権） 名張市体育館 坂井元、坂井佑、山本雄、林、ミニ連審判員

8/23日～25日 日本トップリーグ連携機構審判講習会 東京都 藤原綾

8月9～11日 S級更新講習会　IR取得講習会 東京 坂井元、坂井佑

8月24日～25日 東海ブロックA級研修会 2級IR講習会 サオリーナ 川本、山本雄、神山、林

8月31日～9月1日 強化審判員講習会（県総合選手権） 亀山市/伊勢市 ＪＢＡ派遣講師、坂井元、坂井佑、川本、山本雄、神山、林、強化審判員

8月～2月 C級取得講習会 三重県内 県内上級審判員、各連盟審判長

11/16日～17日 A級指名合宿(東海チャンピオンシップ) 岐阜県 山本雄、神山、林

11/16日～17日 A級最終審査(東海チャンピオンシップ) 岐阜県 佐藤寛、内田、藤原

12月～2月 Ｂ級最終審査 三重県内 坂井元、川本、神山、林、田中誠、佐藤寛

12月15日 三重県Ａ級審査会（強化審判講習会） 安濃町体育館 坂井元、坂井佑、川本、神山  B級強化審判員

12月25日～26日 プレ全中講習会 サンアリーナ 坂井元、川本、神山、林  B級強化審判員

東海学生トーナメント　１～3回戦4月6日～28日 愛知県内

岐阜県

6月～11月 社会人地域リーグ

講習会・委員会

２０１９（令和）元年度　委員会報告①

審判派遣報告

9月～11月 東海学生リーグ（１部・２部） 愛知県内
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JBA指導者養成部会　慶応義塾大学専任講師

バスケットボールにおけるインテグリティを考えよう！

稲生高校

受講者数：　計177名（U12　29名　U15　96名　U18　47名　社会人 5名）

JBA指導者養成部会　流通経済大学助教授

バスケットボールにおけるインテグリティを考えよう！

受講者数：　計7８名（U12　58名　U15　7名 U18　7名　社会人6名）　

D級 平野　翔平　　氏

（三重県立飯野高校教諭　コーチデベロッパー）

白子高校

受講者数：２２名

D級 平野　翔平　　氏

（三重県立飯野高校教諭　コーチデベロッパー）

白子高校

受講者数：２２名

2019（令和元）年度　委員会報告②

JBA公認コーチリフレッシュ講習会

●指導者育成

矢島　ちよ子　 氏

　成績　予選敗退

（昭和四日市石油）

（サンケイ） 選手１２名 　成績　予選敗退

第１回 ５月１９日

三重県　津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）

（成年女子） 監督 岡田　幸雄　 氏

選手１２名

選手１２名

永田　直也　氏

橋向　元　 氏 （津工業高）

（四日市四郷高）

監督

監督

（成年男子）

　８月２４日・２５日

第４０回東海ブロック大会

第２回 対象：

コーチ講習会

９月２９日第１回

１０月６日 講師：

会場：

講師：

三重交通G　スポーツの杜鈴鹿水泳場　会議室

●強化（国体関係）

講師：

内容：

内容：

第２回

（少年男子）

小谷　究　　氏

　成績　予選敗退

　成績　予選敗退

対象：

会場：

（少年女子）

選手１２名

１１月３０日 講師：

長瀬　一弘　 氏監督

会場：

会場：
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〃　　 〃 女子 松阪市立三雲中学校

〃 女子

Ｕ－１４・１３南勢地区DC

鈴鹿市立創徳中学校

男子 伊勢市立御薗中学校

〃　　

女子

１１月２３日

〃　　 Ｕ－１４・１３北勢地区DC 男子

１１月１７日 Ｕ－１４・１３中勢地区DC 男子

県立飯野高校

桑名市立多度中学校

鈴鹿市立神戸中学校

１０月１９日

１１月１６日 Ｕ－１５ 男子

Ｕ－１５（交流戦） 男子

（PM) 津市立南立誠小学校

県立松阪工業高校

〃　　 Ｕ－１２ 男子 女子

女子 （AM) 津市立橋北中学校〃　　 Ｕ－１３・１２ 男子

　９月２９日

１０月１４日 女子 津市立橋南中学校Ｕ－１４・１３ 男子

県立四日市四郷高校

女子 県立四日市四郷高校

　９月２８日 Ｕ－１５ 女子

Ｕ－１５

〃　　 県立久居農林高校Ｕ－１５中地区DC 男子

県立松阪工業高校〃　　 Ｕ－１５南地区DC 男子

県立四日市高校

津市立橋南中学校

女子 鈴鹿市立創徳中学校

Ｕ－１３・１２

男子

〃　　 Ｕ－１３・１２

９月１６日

〃　　 Ｕ－１４・１３

９月２３日

Ｕ－１４・１３ 男子

男子

Ｕ－１５北地区DC

〃　　

津市立橋北中学校

県立松阪工業高校

女子 鈴鹿市立創徳中学校

津市立橋南中学校

〃　　 Ｕ－１５南地区DC 男子

〃　　

９月　１日 Ｕ－１５北地区DC 男子

Ｕ－１５中地区DC 男子

８月２９日 Ｕ－１５ 女子

県立四日市高校

県立石薬師高校

８月２５日 Ｕ－１２ 男子 女子 津市立南立誠小学校

県立四日市商業高校

女子

８月１８日 Ｕ－１４・１３ 男子

８月１７日 Ｕ－１４・１３

女子

伊勢市立御薗中学校

〃　　 〃 女子 松阪市立三雲中学校

〃　　 Ｕ－１４・１３南勢地区DC 男子

男子 女子

津市立久居東中学校

〃　　 Ｕ－１４・１３中勢地区DC 男子

〃　　 〃

川越町立川越中学校

鈴鹿市立創徳中学校

〃　　 Ｕ－１６ 女子 県立四日市四郷高校

８月　３日 Ｕ－１４・１３北勢地区DC

津市立南郊中学校

６月　８日 Ｕ－１６ 男子 県立津工業高校

５月２６日 Ｕ－１４・１３ 男子 女子

県立津工業高校

５月２１日 Ｕ－１６ 男子 県立津工業高校

５月１４日 Ｕ－１６ 男子

県立津工業高校

５月　７日 Ｕ－１６ 女子 県立四日市商業高校

４月２３日 Ｕ－１６ 男子

県立津工業高校

４月２２日 Ｕ－１６ 女子 県立四日市商業高校

４月１６日 Ｕ－１６ 男子

４月１３日 Ｕ－１２　兼審判講習会 男子

県立石薬師高校

女子 明和町総合体育館

４月１５日 Ｕ－１６ 女子 県立四日市商業高校

開催日 カテゴリー 種別 会場

1

2019（令和元）年度　委員会報告③
●ユース育成

育成センター活動（実技指導・指導者育成）
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中止

中止

東海育成センター（Ｕ１２）

Ｕ１４DC静岡交流試合 （中止）

Ｕ１２技術向上交流会 （中止）

5

4
　３月１４日

１１月３０日

男子 鈴鹿市立創徳中学校

女子

2019（令和元）年度　委員会報告③

開催日 カテゴリー 種別 会場

Ｕ－１４・１３

Ｕ－１５ 女子

津市立南が丘中学校

１２月　８日 Ｕ－１２ 男子

県立四日市四郷高校

〃　　

県立四日市四郷高校

〃　　 Ｕ－１４・１３ 女子

１２月　１日 Ｕー１５

２月１１日 Ｕ－１４・１３ 男子 青山町立青山中学校

〃　　 Ｕ－１４・１３ 女子

女子 津市立南立誠小学校

Ｕ－１４・１３ 女子

津市立橋北中学校

２月１６日 Ｕ－１４・１３ 男子 津市立橋南中学校

Ｕ－１４・１３中勢地区DC 男子

鈴鹿市立大木中学校

〃　　 Ｕ－１４・１３北勢地区DC 男子 女子 桑名市立明正中学校

〃　　

Ｕ－１４・１３南勢地区DC 男子

鈴鹿市立神戸中学校

〃　　 〃 女子 津市立橋北中学校

〃　　

Ｕ－１４・１３ 男子

県立松阪工業高校

〃　　 〃 女子 松阪市立三雲中学校

〃　　

Ｕ－１４・１３北勢地区DC 男子 女子

津市立橋北中学校

〃　　 Ｕ－１４・１３ 女子 津市立南郊中学校

２月２３日

〃 女子

朝日町立朝日中学校

〃　　 Ｕ－１４・１３中勢地区DC 男子 鈴鹿市立神戸中学校

〃　　

〃 女子

津市立久居東中学校

〃　　 Ｕ－１４・１３南勢地区DC 男子 伊勢市立御薗中学校

〃　　

Ｕ－１３県DC
Ｕ－１４地区DC　交流戦

男子 女子

県立明野高校

２月２９日 Ｕ－１５ 女子 鈴鹿市立平田野中学校

〃　　

参加チーム：静岡県・岐阜県・三重県の東海３県

3 Ｕ１２ステップアップ ゲームズ IN TOKAI

　１２月　８日 愛知県　豊川市御津体育館

亀山西野公園体育館

2
　２月２９日～３月１日 静岡県　清水総合運動場体育館

３月１４日

東海４県推薦選手各４名ずつ　参加者男女各１６名

　２月２２日（女子）
静岡県武道館

　２月２３日（男子）
参加チーム：東海４県及び近県選抜チーム　男女各８チーム

岐阜県　瑞浪市民体育館（男子）　恵那市まきがね公園体育館（女子）
参加チーム：東海４県及び近県選抜チーム　男女各８チーム
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事業計画（県内事業）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

4 1～10 県協会 一般春季大会申込み

11～5/10 U15 県選抜大会地区予選 県内各地

12 U12 U12審判講習会 亀山西野公園体育館

13 ユース育成 U16女子県DC 四日市商業高校

18～26 U18 高校総体　各地区予選 県内高校

20 ユース育成 U16女子県DC 四日市商業高校

26 社会人連盟 定期総会 サン・ワーク津

29 ユース育成 U16男子・女子県DC 県内高校

5 10 県協会 一般春季大会 白山体育館　他

16・17 強化 ＯＴＣカップ（成年女子強化ゲーム） 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

16 指導者養成 第１回リフレッシュ講習① 四日市四郷高校

17 指導者養成 第１回リフレッシュ講習② 津商業高校

17 県協会 一般春季大会 白山体育館　他

24 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

24 ユース育成 U14・U13男子・女子県DC 津市内・鈴鹿市内中学校

29～31 U18 県高校総体 四日市市総合体育館・四日市工業高校

6 6 ユース育成 U16男子・女子県DC 県内高校

6/6～8/10 U18 U18リーグ戦（前節） 県内高校

6 指導者養成 第２回リフレッシュ講習① 未定

7 指導者養成 第２回リフレッシュ講習② 未定

7 社会人連盟 三重県O-40/O-50選手権大会 白山体育館

7 U18 県高校定通制総体 みえ夢学園高校

13・14 U15 県選抜大会 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ・亀山西野公園体育館

14 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館、伊賀市体育館

14～7/26 U12 前期リーグ戦（M1~M3） さんぎんアリーナ他

20、27 学連 学生リーグ 鈴鹿高専他

21 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館、伊賀市体育館

21 指導者養成 D級講習 未定

28 県協会 一般春季大会 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

28 指導者養成 D級講習 未定

28 社会人連盟 リーグ戦 白山体育館

7 11 ユース育成 U16男子県DC 県内高校

13～25 U15 県総体地区予選 県内各地

27 U12 夏季選手権 県内体育館

29･30 U15 県総体 サオリーナ

8 1 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

29 ユース育成 U14男子・女子　各地区DC 県内中学校

29・30 県協会 県総合選手権大会 HOS名張アリーナ

30 ユース育成 U12男子・女子県DC 県内小学校

9 5 ユース育成 U15男子　各地区DC 県内高校

5,6 U12 前期リーグ戦（M4) 県内各地

6 社会人連盟 リーグ戦 未定

12,13,19 U18 高校選手権大会県予選（1回戦～3回戦） 県内高校

13 ユース育成 U12男子・女子県DC 県内小学校

13 ユース育成 U14男子・女子県DC 津市内・鈴鹿市内中学校

13 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

9/19～12/31 U18 U18リーグ戦（後節） 県内高校

20 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館

22 県協会 みえスポーツフェスティバル 津市（会場未定）

26 ユース育成 U15男子　各地区DC 県内高校

26,27 ユース育成 U15女子県DC 四日市四郷高校

27 社会人連盟 リーグ戦 伊賀市体育館

未定 指導者養成 リフレッシュ講習（９月から１１月で予定）
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事業計画（県内事業）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

10 3 ユース育成 U15男子県DC（交流戦） 県内高校

4 社会人連盟 リーグ戦 鈴鹿市体育館、安濃体育館

11 ユース育成 U12男子・女子県DC 県内小学校

11 社会人連盟 リーグ戦 安濃体育館、芸濃体育館

18 社会人連盟 リーグ戦 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

18～11/23 U12 U12後期リーグ（M1~M3） 三重県営サンアリーナ他

24,25 U18 高校選手権大会県予選（4回戦～準々決勝） 県内高校

25 社会人連盟 リーグ戦 未定

31,11/1 U18 高校選手権大会県予選（準決勝・決勝） HOS名張アリーナ

11 1 社会人連盟 県選手権 安濃体育館、亀山西野公園体育館

3 3x3委員会 U18 3x3日本選手権大会県予選 四日市高校

3 指導者養成 C級講習 未定

8 社会人連盟 県選手権 伊賀市体育館、スポーツの杜伊勢

14 ユース育成 U15男子県DC 県内高校

15 社会人連盟 県選手権 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

21 ユース育成 U15男子県DC 県内高校

23 指導者養成 C級講習 未定

23 ユース育成 U14男子・女子県DC 津市内・鈴鹿市内中学校

28 ユース育成 U15女子県DC 四日市四郷高校

7･8 U15 ジュニアウインターカップ三重県予選 四日市メリノール学院

7、14 学連 学生リーグ 鈴鹿高専他

14･15 U15 県ジュニア大会 久居体育館・HOS名張アリーナ

22 社会人連盟 リーグ戦 芸濃文化ｾﾝﾀｰ内ｱﾘｰﾅ

29 指導者養成 C級講習 未定

29 社会人連盟 リーグ戦 伊賀市体育館

29 ユース育成 U12男子・女子県DC 県内小学校

12 5・6 U12(ﾕｰｽ育成) 東海ブロック育成センター（Ｕ１２） 静岡県

6 社会人連盟 リーグ戦 亀山西野公園体育館

12,13 U12 後期リーグ戦（M4) 県内体育館

13 社会人連盟 リーグ戦 未定

6 U18 県高校定通制大会 四日市高校

20～1/17 U15 県新人大会地区予選 県内各地

1 9～17 U18 県高校新人大会 各地区予選 県内高校

10 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 亀山西野公園体育館

17 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 未定

23 U18 県高校新人大会（1･2回戦） 県内高校

23,24,31 U12 全国予選大会 三重県営サンアリーナ他

24,30,31 U18 県高校新人大会（準々決勝・順位決定戦・決勝リーグ） 三重県営サンアリーナ

24 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 未定

30･31 U15 県新人大会 三重県営サンアリーナ

31 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 未定

2 11 ユース育成 U14男子・女子県DC 津市内・鈴鹿市内中学校

14 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 未定

21 ユース育成 U14男子・女子県DC 津市内・鈴鹿市内中学校

23 ユース育成 U14男子・女子県DC 津市内・鈴鹿市内中学校

23・27 ユース育成 U12ステップアップゲームズIN東海 岐阜県関市

27 ユース育成 U15女子県DC 県内中学校

27,28 ユース育成 U14県DC交流戦 静岡県

28 社会人連盟 リーグ戦順位決定トーナメント 未定

3 13 ユース育成 技術向上交流会 岐阜県

26 ユース育成 U15男子県DC 県内高校

28 社会人連盟 臨時総会 サン・ワーク津

15



事業計画（ブロック大会）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

5 4･5 障がい者 全国障害者スポーツ大会　バスケットボール(知)　北信越・東海ブロック予選新潟県　新潟市秋葉区総合体育館

17 障がい者(ツイン) 東海・近畿ブロック交流大会 ツインバスケットボール大会 大阪府　舞洲障害者スポーツセンター『アミティ舞洲』

31 障がい者(ツイン) 東海車いすツインバスケットボール大会　刈谷大会 愛知県　ウィング・アリーナ刈谷

6 20,21 U18 東海高校総体 岐阜県　飛騨高山ビッグアリーナ他

6･7 障がい者 全国障害者スポーツ大会　車いすバスケットボール(身)　北信越・東海ブロック予選三重県　安濃中央総合公園内体育館

7 11、12 高専 東海地区高専大会 岐阜県　岐阜メモリアルセンター

(日程不明) 障がい者(車いす) 車いすバスケットボール 東海北陸ブロック定期大会（前期） (調整中)

8 1,2 社会人連盟 東海社会人O-40/O-50選手権大会ブロック予選 愛知県小牧市

1,2 社会人連盟 地域リーグ ゆめドーム上野

8,9 U15 東海総体 岐阜県　せきしんふれ愛アリーナ

(日程不明) 障がい者(車いす) 車いすバスケットボール 強化試合 長野県安曇野市

9 6 U18 東海高校定通制大会 岐阜県　岐阜市南部スポーツセンター

12,13 日本協会 全日本総合選手権1次ラウンド 北信越

26･27 障がい者(車いす) 天皇杯 日本車いすバスケットボール選手権大会 西日本２次予選会 愛媛県今治市

(下旬) 障がい者(FID) 三重ＣＵＰ（予定）

(日程不明) 障がい者(車いす) 車いすバスケットボール 東海北陸ブロック定期大会（後期） 愛知県　岡崎市総合運動公園

10 3,4 社会人連盟 地域リーグ AGF鈴鹿体育館

31,11/1 社会人連盟 日本社会人レディース交流会中地区 愛知県豊田市

11 7,8 社会人連盟 地域リーグ 三重交通Gスポーツの杜　伊勢

15 障がい者(ツイン) 車いすツインバスケットボール　東海ブロック定期大会　長野松本大会 長野県　松本市総合体育館

21,22 協会 東海総合バスケットボールチャンピオンシップ 三重県　AGF鈴鹿体育館

29 障がい者(ツイン) 車いすツインバスケットボール　日本選手権大会（愛知小牧）　東海ブロック予選愛知県　名古屋市障害者スポーツセンター

12 19・20 U12 東海ミニバスケットボール大会 静岡県

(下旬) 障がい者(FID) 春日井ＣＵＰ（予定）

1 23,24 社会人連盟 東海社会人選手権大会ブロック予選 岐阜県岐阜市

17 障がい者(ツイン) 愛知県車いすツインバスケットボール競技大会 一宮市総合体育館

2 13,14 U18 東海高校新人大会 三重県　サオリーナ

21 障がい者(車いす) ワールド杯 車いすバスケットボール 愛知県　名古屋市障害者スポーツセンター

未定 障がい者(ツイン) 車いすツインバスケットボール　日本選手権大会　東海ブロック予選

3 (中旬) 障がい者(FID) 東海ＣＡＭＰ（予定）

障がい者(車いす) 天皇杯 日本車いすバスケットボール選手権大会 東海北信越予選会 愛知県内

事業計画（全国大会）

月 日 カテゴリー 大会名 会場

6 13,14 障がい者(ツイン) 日本車いすツインバスケットボール選手権大会（大阪大会） 大阪府　おおきにアリーナ舞洲 

8 12～17 U18 全国高校総体 石川県　いしかわ総合スポーツセンター

16～19 U18 全国高校定通制大会 東京都　駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場屋内球技場

21～24 U15 全国中学 三重県　サオリーナ・県営サンアリーナ

9 5、6 高専 全国高専体育大会 兵庫県　グリーンアリーナ神戸

19～22 協会 日本スポーツマスターズ 岡山県

10 8～12 協会 国民体育大会 鹿児島県姶良市、薩摩川内市、いちき串木野市

24･25 障がい者 全国障害者スポーツ大会 かごしま大会 バスケットボール競技(知) 鹿児島県姶良市

24･25 障がい者 全国障害者スポーツ大会 かごしま大会 車いすバスケットボール競技(身) 鹿児島県いちき串木野市

11 21～23 社会人連盟 全日本社会人O-40/O-50選手権大会 広島県福山市

12 23～29 U18 全国高校選手権大会 東京都　東京体育館・墨田区総合体育館

1 4～11 U15 第1回U15選手権大会 東京都　武蔵野の森総合スポーツプラザ

2 20～22 社会人連盟 全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 静岡県浜松市

3 6～8 社会人連盟 全日本社会人バスケットボール選手権大会 栃木県宇都宮市

28~30 U12 全国ミニバスケットボール大会 東京都
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1、趣旨　　ミニバスケットボールを通じて、児童の体力づくりと社会性の育成を図るとともに

ミニバスケットボールの普及発展を図る。

2、主催　　三十三フィナンシャルグループ　三重県バスケットボール協会

3、主管　　三重県バスケットボール協会Ｕ12部会

4、後援　 ㈱モルテン

5、期日　　2020年6月14日（日）～7月26日（土）＜M1～M3リーグ＞

　　　　　　　　　　　  9月　5日（土）　6日（日）　　　 ＜M4リーグ＞

6、会場　　さんぎんアリーナ他　県内24会場

7、参加資格

日本バスケットボール協会に4月30日までに登録完了した選手で構成されたチーム、および地区大会を

勝ち抜き推薦を得られたチーム。ただし、M4リーグ出場選手は、7月31日まで追加登録を認める。

8、参加人数

 1チーム　監督1名、コーチ1名、Aコーチ1名、マネージャー1名、

チーム関係者1名、選手10名以上15名以内。8人または9人の選手で構成されたチームの

出場を認めるが、登録選手の変更は認められない。

9、競技方法

◇ M1～M3リーグは、7チームのリーグ戦方式で行い、入れ替えおよび順位決定戦も行う。

M4リーグは、5チームのリーグ戦を行う。

◇ 優秀チームには、賞状を授与する。

◇ 組み合わせは三重県バスケットボール協会U12部会の責任抽選とする。

◇ 競技規則は、JBA U12カテゴリー競技規則に準ずる。

◇ ディフェンスは「マンツーマンディフェンスの規準規則」の則ることとする。

◇ 大会には、マンツーマンディフェンス確認のため「コミッショナー」を設ける。

10、その他

◇ 大会当日の試合開始30分前から各会場で代表者会議を開催します。

◇ 会場での使用上の注意を厳守してください。

◇ オフィシャルには必ず監督者が付き添いをお願い致します。

◇ オフィシャルは日程表記載のチームでお願いします。

◇ ゲームの指導だけでなく、会場の使い方・応援マナー等もご指導ください。

◇ 試合球はモルテン皮ボールMTB5GWWを使用します。

11、参加料　　1チーム　10,000円（M1～M3リーグ）、7,000円（M4リーグ）

12、参加者の保護

◇ 参加者は保護者の同意を得たものであり、指導者または保護者が指導監督にあたることとする。

◇ スポーツ傷害保険・交通保険等は各チームでかけておくこと。

◇ 大会参加者のけが等について責任は負えません。

13、申し込み方法

大会参加申込書に必要事項を記入し各地区総務委員にメールか郵送してください。

締め切り：原則として地区大会を勝ち抜いた時点で申し込んでください。

申し込み期限を過ぎても各地区から連絡がない場合、出場を認めない。

　　　　　　　　　　　　最終は6月1日（月）とします。

2020年度前期リーグ戦　要項

第31回 三十三フィナンシャルグループ杯三重県ミニバスケットボール選抜大会
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1、主　旨

①ミニバスケットボール競技を通じて、児童の体力作りと社会性の育成を図るとともに、

 ミニバスケットボール競技に携わる関係者の資質の向上に努め、その普及・発展の方向を探る。

②エンデバーの趣旨に基づき、将来を担う選手を組織的、計画的に育成するため、

 三重県選抜練習生の発掘を行う。

③審判技術の向上を図る。

2、主　催　三重県バスケットボール協会Ｕ１２部会

3、期　日　2019年7月26日（日）

4、会　場　（未定）

5、参加資格

「友情・ほほえみ・フェアプレイ」の理念を尊重し、県内の各地区より選抜された

男女それぞれ7チーム。

6、参加人数

監督1名，コーチ1名，Aコーチ1名、マネージャー1名、チーム関係者1名、

選手10～15名

7、競技方法

交流戦

8、競技規則

競技規則は、JBA U12カテゴリー競技規則に準ずる。

9、組み合わせ

三重県バスケットボール協会U12部会の責任抽選とする。

10、審判　　　　　指名審判で運営します。

11、オフィシャル　

参加チームに割当てますので、ご協力ください。

12、参加費　　　　

1チーム7,000円とする。代表者会議で収めてください。

13 審判講習会　　 

7月26日（日）午後4時～　（予定） 

14、競技開始時刻　

7月26日（日）午前9時～　（予定）

15、開閉会式

　　　 開会式は実施しません。閉会式は最終ゲーム終了後に行います。

　 また、閉会式において、三重県選抜練習生の発表を行います。

16、参加申し込み

　　 申し込み用紙を１部作成し、下記までメールしてください。

　　　 申し込み先　三重県バスケットボール協会　U12 チーフマネージャー 中谷　和人

〒515-0043　　　三重県松阪市下村町601-41

　　　　 　 携帯電話　　　　090－5602－1832

Ｅ－メール　 　 totto-30@etude.ocn.ne.jp　

　 締め切り　      7月5日（日）

17、その他

＊ 観客席、前列は応援席とします。荷物等置かないでください。

＊ 健康保険証を持参することが望ましい。

第12回夏季三重県選手権大会
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1、趣旨　　ミニバスケットボールを通じて、児童の体力づくりと社会性の育成を図るとともにミニバスケットボールの

普及発展を図る。

2、主催　　（一社）三重県バスケットボール協会

3、主管　　（一社）三重県バスケットボール協会Ｕ12部会

4、協賛　　株式会社スコルチャ三重　　

5、後援　  ㈱モルテン　

6、期日　　2020年10月18日（日）～11月23日(月) ＜M1～M3リーグ＞

                        12月12日（土）、13日（日）＜M4リーグ＞

7、会場　　三重県営サンアリーナ　他　県内24会場

8、参加資格

出場チームは、8月31日までに日本バスケットボール協会に登録完了した選手で構成されたチーム

および地区大会を勝ち抜き推薦を得られたチーム。ただし、M4リーグ出場選手は、7月31日まで

追加登録を認める。

9、参加人数

　　　　　  1チーム　監督1名、コーチ1名、Aコーチ1名、マネージャー1名、

チーム関係者1名、選手10名以上15名以内。8人または9人の選手で構成されたチームの

出場を認めるが、登録選手の変更は認められない。

10、競技方法

◇ M1～M3リーグは、7チームのリーグ戦方式で行い、入れ替えおよび順位決定戦も行う。

M4リーグは、5チームのリーグ戦を行う。

◇ 優秀チームには、賞状を授与する。

◇ 組み合わせは三重県バスケットボール協会U12部会の責任抽選とする。

◇ 競技規則は、JBA U12カテゴリー競技規則に準ずる。

◇ ディフェンスは「マンツーマンディフェンスの規準規則」の則ることとする。

◇ 大会には、マンツーマンディフェンス確認のため「コミッショナー」を設ける。

11、その他　

◇ 大会当日の試合開始30分前から代表者会議を開催します。

◇ 男女とも、上位4チームに東海ミニバスケットボール大会への参加推薦資格を与える。

◇ 各チームは1名以上の帯同審判を用意し､大会運営に協力してください。

◇ 会場での使用上の注意を厳守してください。

◇ オフィシャルには必ず監督者が付き添いをお願いします。

◇ ゲームの指導だけでなく、会場の使い方・応援マナー等もご指導ください。

◇ 試合球はモルテン皮ボールMTB５GWWを使用します。

12、参加料　　1チーム　10,000円（M1～M3リーグ）、7,000円（M4リーグ）

13、参加者の保護

◇ 参加者は保護者の同意を得たものであり、指導者または保護者が指導監督にあたることとする

◇ スポーツ傷害保険・交通保険等は各チームでかけておくこと。

◇ 大会参加者のけが等について責任は負えません。

14、申し込み方法

大会参加申込書に必要事項を記入の上、各地区総務委員にメールか郵送してください。

原則として地区大会を勝ち抜いた時点で申し込んでください。

　　　　　　　　　申し込み期限を過ぎても各地区から連絡がない場合、出場を認めない。

最終は10月5日（月）とします

第39回東海大会選考会　兼　サンアリーナカップ

2020年度 後期リーグ戦　要項
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1、趣旨　　ミニバスケットボールを通じて、児童の体力づくりと社会性の育成を図るとともにミニバスケットボールの

普及発展を図る。

2、主催　　（一社）三重県バスケットボール協会

3、主管　　（一社）三重県バスケットボール協会U12部会

4、後援　　 (株)モルテン

5、期日　　2021年1月23日(土)、24日(日) 、31日(日)　

6、会場　　三重県営サンアリーナ　他

7、参加資格

◇ M1～M3出場チームは10月31日、M4出場チームは11月30日までに日本バスケットボール協会に

登録完了した選手で構成されたチーム

◇ 後期リーグ戦においてM1～M3リーグに出場した男女各42チーム、およびM4リーグを勝ち抜いた

男女各8チーム

8、参加人数

　　　　　　　1チーム　監督1名、コーチ1名、Aコーチ1名、マネージャー1名、

チーム関係者1名、選手10名以上15名以内。8人または9人の選手で構成されたチームの

出場を認めるが、登録選手の変更は認められない。

9、競技方法

◇ トーナメント方式とし、1～5位チームと優秀選手には賞状を授与する。

◇ 組み合わせは三重県バスケットボール協会U12部会の責任抽選とする。

◇ 競技規則は、JBA U12カテゴリー競技規則に準ずる。

◇ ディフェンスは「マンツーマンディフェンスの規準規則」の則ることとする。

◇ 大会には、マンツーマンディフェンス確認のため「コミッショナー」を設ける。

10、その他　

◇ 大会当日の試合開始30分前から各会場で代表者会議を開催します。

◇ 優勝したチーム(男・女)は、全国大会への推薦候補とする。

◇ 会場での使用上の注意を厳守してください。

◇ オフィシャルには必ず監督者が付き添いをお願いいたします。

◇ ゲームの指導だけでなく、会場の使い方・応援マナー等もご指導ください。

◇ 試合球はモルテン皮ボールMTB5GWWを使用します。

11、参加料　　1チーム　10,000円

12、参加者の保護

◇ 参加者は保護者の同意を得たものであり、指導者または保護者が指導監督にあたることとする。

◇ スポーツ傷害保険・交通保険等は各チームでかけておくこと。

◇ 大会参加者のけが等について責任は負えません。

13、申し込み方法

　　　　　　 大会参加申込書に必要事項を記入の上、各地区総務委員にメールか郵送してください。 

            申し込み期限を過ぎても各地区から連絡がない場合、出場を認めない。

　　　　　　　　　　最終は2020年12月14日（月）とします

第45回全国ミニバスケットボール大会三重県予選　要項
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　１、主　催 （一社）三重県バスケットボ－ル協会

  ２、共　催 三重県中学校体育連盟

  ３、主　管 三重県バスケットボ－ル協会　Ｕ－１５カテゴリー部会

  ４、後　援 三 重 県 教 育 委 員 会（予定）

中 日 新 聞 社（予定）

株 式 会 社 モ ル テ ン（予定）

株 式 会 社 ミ カ サ（予定）
  
　５、協　賛 デンソーアイリス　バスケットボールチーム

　６、期日・会場 2020年 6月 13日（土）芸濃総合文化センター内アリーナ〈Ｃ・Ｄ〉

2020年 6月 13日（土）亀山西野公園体育館〈Ａ・Ｂ〉

2020年 6月 14日（日）亀山西野公園体育館〈Ａ・Ｂ〉

  ７、参加資格 ・2020年度登録チ－ム、選手であること。

・地区と代表数は次の通り。

　８、エントリ－ コーチ１名、アシスタントコーチ１名、マネ－ジャ－１名、選手１８名　合計２１名以内とする。

  ９、競技方法 ト－ナメント方式（シード権決定戦を行う）

組合せは、三重県バスケットボール協会の責任抽選とする。

１０、参 加 料 ①チーム参加料　１０，０００円　　②個人参加料　５００円

１１、申し込み 下記の期日までに、別紙様式の参加申込書を下記①に郵送にて提出。

　　　　　　　　 また電子メールで名簿原稿ファイルを下記アドレス②に送付を以って申し込むこととする。

                 　① 〒510-0836   四日市市大字松本８１０

  　 四日市市立常磐中学校　　　大橋　雅司　宛

　　　　　　　　    　ＴＥＬ 059-321-5611　  ＦＡＸ 059-320-2085

　② 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　reikibasket@yahoo.co.jp（鼓ヶ浦中学校：青山久徳）

　　　　　　　　 　提出期限；２０２０年　５月１７日（日）
                 
１２、ル － ル 日本バスケットボール協会競技規則による。

「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則る。

１３、そ の 他 ○開会式は、８時３０分から行います。

○閉会式は、決勝戦終了後直ちに行います。

○組合せ番号の若いチームが、ベンチはオフィシャルに向かって右で、ユニフォームは白色とします。

○ボールはモルテン製・ミカサ製の公式球を使用します。

○オフィシャルは、津・鈴亀地区中学校バスケットボ－ル部員で行います。

○ゲ－ム中の負傷等は、応急処置や手当は行いますが、あとの責任は負いません。

○参加チ－ムは、各チームでスポ－ツ安全保険に加入して下さい。

○参加時には個人会員証を携帯して下さい。

※体育館使用について

     ・フロア以外ではボ－ルを使用しないこと。

     ・特にトイレの使用に気を付け、ゴミは必ず持ち帰ること。

     ・下靴はビニール袋など持参の上、各自保管すること。

     ・貴重品の管理は、各チームで責任をもつこと。

○個人情報の取り扱いについて。取得した個人情報や写真は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要な

○プログラム編成および作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録）等、 その他競技運営および

○競技に必要な連絡等に利用します。大会に参加する各選手はこれに同意した上で参加して下さい。

・各地区予選を経て、代表権を得た１０チ－ム、開催地区１チ－ム、県新人大会ベスト４地区の４チー

ム、県新人大会優勝ブロック代表１チームとする。

第５１回　三重県中学生選抜バスケットボ－ル大会　　要項

       桑員（１）三泗（１）鈴亀（１） 津 （１）松多（１）

       伊度（１）鳥志（１）伊賀（１）尾北（１）熊南（１）

       開催地（１）新人大会ベスト４地区（４）優勝ブロック（１）   合計１６チーム
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１．目　　的

○意欲ある中学生の一層の技術向上を図る。

２．主　　催 （一社）三重県バスケットボール協会

３．主　　管 三重県バスケットボール協会　U-15カテゴリー部会

４．後　　援 三重県教育委員会（予定）・中日新聞社（予定）・みどりクリニック（予定）

株式会社モルテン（予定）・株式会社ＤＵＰＥＲ（予定）・株式会社ミカサ（予定）

５．期日会場 ２０２０年１１月１４日（土）〈男子〉HOS名張アリーナ

２０２０年１１月１４日（土）〈女子〉久居総合体育館

２０２０年１１月１５日（日）〈男女〉久居総合体育館

６．参加資格

７．エントリー 監督１名・コーチ１名・アシスタントコーチ１名・マネージャー１名

　 ゲームエントリー１８名以内　とする。

８．競技方法

９．参 加 料 ①チーム参加料　１０，０００円　　②個人参加料　５００円

10．申し込み

11. ルール

12．表　彰

13．個人情報の取り扱い

　

14．その他 ○開会式は、各会場にて８時３０分から行います（全チーム参加）。

○閉会式は、優勝戦終了後直ちに行います。

○審判割当の左側のチームがオフィシャルに向かって右で、ユニフォームは白色とします。

○参加チームは、各チームで必ず傷害保険に加入してください。

○ゲーム中の負傷等は、応急処置や手当は行いますが、後の責任は負いません。

○Ｔ・Ｏについて

　　　　 １日目：同じブロックの空きチームとする。

　　　　 ２日目：地区中学生で行います。

○登録選手は、日本バスケットボール協会の個人会員であること。

日本バスケットボール競技規則による。ボールは、試合球　モルテン製、ミカサ製を使用。

１４日は8-1-8-⑧-8-1-8、１５日は正式時間で行う。

「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則る。

チームは男女各１位～３位を、個人賞は男女各１０名を表彰する。男女とも上位３チームは、12月1２日・1３

日に愛知県で行われる東海ジュニアバスケットボール大会(仮)の出場権を得るものとする。

取得した個人情報や写真は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホーム

ページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録）等、その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。

大会に参加する各選手は、これに同意した上で参加すること。

第２２回三重県ジュニアバスケットボール大会要項

○バスケットボールをより愛好する中学生に楽しむ場を提供し、各地区間の交流を深めることによりその輪を広げる。

２０２０年度中学１年生から３年生の個人会員選手により構成され、ジュニア登録したチーム。

各地区予選を経て代表権を獲得したチームとする。

　　　　地区と代表数は次の通り。

　　　　　　　桑員（１）　三泗（２）　鈴亀（１）　津（２）　伊賀（１）　松多（１）

　　　　　　　伊度（１）　鳥志（１）　尾北（１）　熊南（１）　　合計１２チーム

　　　　※チーム規定について

　　　　　　　①地域ジュニア

　　　　　　　　　　基本的には同地区の選手でチームを編成するが、他地区の選手が加入することも可能とする。

　　　　　　　②新規クラブチーム

　　　　　　　　　　複数校で編成されており、どの地区でのクラブチームであるかが明確になっていること。

下記の期日までに、別紙様式の参加申込書を下記①に提出(郵送)。

電子メールで名簿原稿ファイルを下記②に送付を以って申し込むこととする。

                   　     ① 〒510-0836   四日市市大字松本８１０

　　　　　　　　　　　　     　四日市市立常磐中学校　　　大橋　雅司　宛

   　　　　　　　　　　      ＴＥＬ 059-321-5611　  ＦＡＸ 059-320-2085

　                        ② 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　reikibasket@yahoo.co.jp（鼓ヶ浦中学校：青山久徳）

　              　　　       　提出期限；２０２０年　１０月　５日（月）

トーナメント方式を基本とし出場数に応じ主催者が決定する。

尚、組み合わせについては、主催者の責任抽選とする。
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　１  主催 （一社）三重県バスケットボ－ル協会

  ２　主管 三重県バスケットボール協会　U-15カテゴリー部会

  ３　協賛 株式会社スコルチャ三重

　４  後援 三 重 県 教 育 委 員 会（予定） 　

中 日 新 聞 社（予定）

株 式 会 社 モ ル テ ン（予定）

よ こ ず み 整 形 外 科（予定）

　５  期日・会場 ２０２１年１月３０日（土）　三重県営サンアリーナ　0596-22-7701

  　 　　　    １月３１日（日）  　　　 　　〃　

  ６　参加資格 ・２０２０年度登録チ－ム、個人登録選手であること。

・各地区予選または推薦をへて代表権を得た１５チ－ムと開催地区１チ－ムとする。　　　　　

・地区と代表数は次の通り。

　北勢地区（４）  中勢地区（４）  南勢地区（４）尾鷲・北牟婁（１）

　熊野・南牟婁（１）  伊賀（１）  開催地区（１）　  　

　７　エントリ－ コーチ１名、ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ１名、マネ－ジャ－１名、選手１８名、計２１名以内とする。

ゲームエントリーとする。

登録選手の変更をする場合は、その試合前にＴＯと相手ベンチにメンバー表を提出する。

  ８　競技方法 ト－ナメント方式 （シード順決定戦を行う）

組み合わせは、三重県バスケットボール協会の責任抽選とする。

  ９　参　加　料 ①チーム参加料　１０，０００円　　②個人参加料　５００円                                                                                    

１０　申し込み  下記の期日までに、別紙様式の参加申込書を下記①に郵送にて提出。

また、電子メールで名簿原稿ファイルを下記アドレス②に送付を以って申し込むこととする。

① 〒510-0836   四日市市大字松本８１０　

ＴＥＬ 059-321-5611　  ＦＡＸ 059-320-2085

② 電子メールアドレス reikibasket@yahoo.co.jp（青山久徳：鼓ヶ浦中）

　　　　　　　　  提出期限；２０２１年　１月１７日（日）

１１　ル － ル 日本バスケットボ－ル協会競技規則による。

「マンツーマンディフェンスの基準規則」に則る。

１２　個人情報の取り扱い

１３　そ の 他 ○開会式は、８時３０分から行いないます。

○１月３０日、３１日は、県高等学校新人バスケットボール大会と共同開催します。

○１月３１日は、県ミニバスケットボール大会全国予選と共同開催します。

○閉会式は、優勝戦終了後ミニバスと合同で行います。　　　　　　　　　　　

○オフィシャルは伊勢・度会地区中学校バスケットボ－ル部員で行います。

○ゲ－ム中のケガ等応急処置、手当は行いますが、あとの責任は負いません。

○参加チ－ムは、スポ－ツ安全保険にチ－ムで加入して下さい。

　※体育館使用について

　　　・暖房は入りません。

　　　・フロアー以外ではボ－ルを使用しないこと。

　　　・応援はギャラリ－で行うこと。

　　　・特にトイレの使用、ゴミは各チームで持ち帰ること。

○救急病院　日本赤十字社　伊勢赤十字病院　0596-28-2171

 四日市市立常磐中学校　　　大橋　雅司　宛

兼　第２６回サンアリーナカップ
第４１回三重県中学生新人バスケットボ－ル大会

取得した個人情報や写真は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホーム

ページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録）等、その他協議運営及び競技に必要な連絡等に利用する。

大会に参加する各選手はこれに同意した上で参加すること。
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2020年3月15日

一　　般 チ－ム

大学･高専チーム　様

ほどお願い申し上げます。

１．主　　  催   一般社団法人　三重県バスケットボ－ル協会

４．競技方法     ト－ナメント優勝方式、３位決定戦を行う。

　　　　　　　　 「大会冊子(申込用紙)」に記載された者のみ。

                 百五銀行　嬉野支店（店番　５１７）

                 三重県バスケットボール協会　代表　服部俊範（口座番号　２１７７９４）

               下記へメールで申し込むこと。　HP URL⇒　(http://mie.japanbasketball.jp/)

                 三重県立伊勢工業高等学校 内　　西 田 　宏　(県協会 競技委員長) 宛

                 E-mail　　　　n.hiroshi@mxs.mie-c.ed.jp

　　　　　　　　　　　 ユニフォームは淡色とする。

　　　　　　　　　　　 チームが行う。後は負けチームで行う。

　　　　　　　　　　　 片面が空いた場合、次の試合は勝ち負け両チームで行う。

７．組み合わせ　 三重県バスケットボール協会の責任抽選にて決定。

８．参　加　料   １０,０００円　（申し込みと同時に下記の口座に振り込んで下さい）

12．注意事項　   各チームで傷害保険等に加入して参加すること。

10．帯同審判　 　E級以上の帯同審判とする。

11．大会規定   ①男子の上位８チーム・女子の上位４チームには、8月2９日(土)、3０日(日)

　　　　　　　　　　　 に行われる「県総合選手権大会」への参加資格を与える。

　　　　　　　　　　　 ②組合せ番号の番号の若いチームが､ベンチはオフィシャル席に向かって右側、

　　　　　　　　　　　 最終日は、全て正式な時間で行う。

　　　　　　　　　　　 ⑤１日目、２日目は、各ピリオドの競技時間は9分とする。（ゲームクロックは止める）

　　　　　　　　　　　 ④オフィシャルは、１試合目は２試合目のチームで､前半は組合せ番号の若い

　　　　　　　 　※ 振込の際は、必ず｢チ－ム名｣が分かるようにして下さい。

９．申し込み　三重県バスケットボール協会ホームページから｢申込み用紙｣をダウンロードし4/1～4/10の間に

３．競技規則  　 当年度　日本バスケットボール協会競技規則　による。

５．参加資格  　 日本バスケットボ－ル協会に、加盟登録済みのチーム・登録された選手であり

　標記の大会を下記の通り開催いたしますので、貴チ－ムの参加について、よろしくご配慮の

２．期日・会場   ２０２０年５月１０日（日）　白山体育館　他

　　　　　　　　 エントリー変更は、試合開始前に「変更届」を本部へ提出する。その際は、

　　　　　　　　 ｢所属チーム｣と｢メンバーＩＤ｣が確認(証明)できるものを提示すること。

６．チーム人員   監督、コ－チ、ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ、マネ－ジャ－ 各１名、選手１８名 以内とする。

　　　　　　　　 ベンチで指揮を執るものは、E-2級以上とする。

                                            　  　 (一社)三重県バスケットボ－ル協会

                                                        会　長  　八  木  秀  行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(公印略)

第７４回 三重県バスケットボ－ル一般春季大会

            　      　   　　　　　  ５月１７日（日）  白山体育館　他

              　     　　　　　 　   ６月２８日（日）  三重交通G　スポーツの杜　鈴鹿
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2020年3月15日

１．主　　催　　公益財団法人 日本バスケットボール協会

　　　　　　　　　　中日新聞社（予定）

　　　　　　　　　　一般社団法人 三重県バスケットボ－ル協会

_　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８月３０日(日)　　ＨＯＳ名張アリーナ

　　

４．競技方法　　ト－ナメント優勝方式、３位決定戦を行う

　　　　　　　　　　大会を通じてベンチで指揮をするものは、JBA公認コーチ(Ｄ級以上)であること。

　　　　　　　　　　　計２５名以内とすること。

７.大会使用球　 日本バスケットボール協会 検定球　を使用する

８.組み合わせ　 三重県バスケットボール協会の責任抽選とする

　　　　　　　　最終日のＴＯは別途連絡する。

　　　　　　　　必要書類を準備し、必ず所定の手続きを行う。

         　　      ③男女とも１位チームには、11月21日（土）22日（日）に、三重県鈴鹿市で行われる

　　　　　　　　　　　メールにて問い合わせいただければこちらから返信いたします。

問い合わせ等　　　総務委員長：浅野準治　E-mail：hooooops.jun@gmail.com　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T E L ：070-3627-4722                                                   

11．大会規定　　ＴＯは、１試合目は２試合目のチームで、前半は組合せ番号の若いチームが行う

　　　　　　　　後は負けチームで行う。片面が空いた場合、次の試合は勝ち負け両チームで行う。

　　　　　　　　エントリー変更は原則として認めない。やむを得ない時は、試合が始まる前に、

13. そ の 他    ①競技中の負傷は、応急処置は行うが、その後の責任は負わない。

　　　　　　　　  「1次ラウンド」（中日本エリア）への参加資格を与える。

              　　 ｢2020年度 東海総合ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ」への参加資格を与える。

９.申込み 　　　専用の「参加申込書」を使用し7/5～7/20に、下記申込先へメールにて申込むこと

  三重県立 伊勢工業高等学校 内　　西田 宏　(県協会 競技委員長) 宛

　　　　　　　　　各チームで傷害保険等に加入して参加して下さい。

             　   　②男女とも１位チームには、9月12日(土)13日(日)に、石川県金沢市で行われる

 百五銀行　嬉野支店（店番　５１７）

 三重県バスケットボール協会　代表　服部俊範（口座番号 217794）

※ 振込の際は、必ず｢チ－ム名｣が分かるようにして下さい。(個人名のみは不可)

10．ﾕﾆﾌｫｰﾑ　　　原則として組合せ番号が若いﾁｰﾑを淡色(ベンチはｵﾌｨｼｬﾙ席に向かって右側)とする。

　　　　　　　　チームは、濃色・淡色各ﾕﾆﾌｫｰﾑを用意し、濃淡同番号とする。

　　　　　　　　番号、及びﾕﾆﾌｫｰﾑ以外に身に着けるものは競技規則に準ずる。

  E-mail　　　　n.hiroshi@mxs.mie-c.ed.jp

※  申込と同時に参加料10,000円を振込むこと

２．期日・会場　２０２０年 ８月２９日(土)　　ＨＯＳ名張アリーナ

３．競技規則　　当年度 日本バスケットボ－ル協会競技規則　による。

　　　　　　　　　　　外国籍選手の出場については、全日本総合選手権の要項に準じる。

５．参加資格　　(公財)日本バスケットボール協会に加盟登録されたチーム、競技者登録された選手であること。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　その他の諸条件(資格)は、今年度全日本総合選手権の要項に準じる。

　　　　　　　　　　男子：10チーム｢一般春季大会｣の上位８チームと｢県高校総合体育大会｣の上位２チーム

　　　　　　　　　　女子：6チーム｢一般春季大会｣の上位４チームと｢県高校総合体育大会｣の上位２チーム

６.試合ｴﾝﾄﾘｰ数  監督、コーチ、アシスタントｺｰﾁを含めてスタッフ９名以内、選手１６名以内の

［第96回天皇杯･第87回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会

兼　2020年度　東海総合バスケットボールチャンピオンシップ 三重県予選会]

一般社団法人 三重県バスケットボール協会

                                              　　　　　 　　　会　長　  八　木　秀　行

(公印略)

第７４回 三重県総合バスケットボ－ル選手権大会
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1 主催 一般社団法人 三重県バスケットボール協会

2 開催期日 ２０２０年１１月３日（火）祝日

3 開催会場 四日市高校

4 競技種別 カテゴリー　男・女

5 競技方法 予選リーグを行い、上位チームは決勝トーナメントへ進み、順位を決定する。

（応募チーム数により変更あり）＊ただし、参加チーム数は、最大１６チームとする

6 チーム人員 ①１チーム選手４名のエントリーを行うことができる。

②ベンチにコーチを置くことは出来ない。

③男女の混成チームは認められない。

④外国籍選手の登録人数は２名までとする。

7 出場選手資格 ①２００２年１月１日以降に生まれた者。当該者は保護者の同意書を必要とする。

 　　また、学校のバスケットボール部で活動(在籍)している者は、顧問の同意も必要とする。

② TEAM JBAの３ｘ３ に競技者登録が完了していること。

③FIBA 3x3 Planet に競技者登録が 完了していること。

④三重県に居住 (もしくは在校・在勤) するもの（チームに１名以上。）

⑤他都道府県予選大会に出場していないこと。

⑥「３ｘ３日本選手権エリア大会」及び「３ｘ３日本選手権大会」へ出場できるチーム(選手)であること。

8 参加申込期間 ２０１９年９月～ １０月頃（後日県協会HPにて掲載）

申込(先着)順に１６チームで締め切る。

9 参加申込方法 後日県協会HPにて掲載

10 参加料 １チーム　３，０００円

11 組合せ 三重県バスケットボール協会の責任抽選とします。

12 競技規則 競技規則は「２０１９ ３ｘ３FIBA 競技規則」に準ずる。

ただし、予選開催時にリリースされている最新の競技規則を採用する。

13 エントリー変更 エントリー期日以降の選手変更は原則認めない。

14 ユニフォーム ユニフォームについては、以下の通りとする。

①各チームは、濃淡の２色のシャツを用意しなければならない。（リバーシブルシャツ可）

②チーム・メンバー全員が同じデザインの色や形のシャツを着用しなければならない。

③チーム・メンバーは、シャツの前と背中の見やすい位置に、シャツ色とはっきりと区別できる単色で、

　 かつ文字の幅が２ｃｍ以上の番号「０、００および１～９９」をつけなければならない。

15 参加上の注意 ①チームの代表者は、開会式の２０分前までに受付(および参加料の納入)を済ませること。

②申込み時点で１８歳未満の者は、必ず署名捺印した｢同意書｣を、当日受付に提出して下さい。

③開会式には、全チームが参加すること。

④大会期間中に大会会場で負傷については、主催者が加入する傷害保険で対応する。

⑤競技中に発生した障害については主催者で応急処置を行うが、その後の責任は負わない。

⑥本大会中に撮影された写真・映像・氏名・身長など、印刷物・ホームページへの情報記載権は、 主催者に帰属する。

16 その他 ①日本選手権エリア大会出場チームについては、この大会の結果をもとに、協会理事会で審議・決定し、

　 各カテゴリー毎に１チームを推薦して、該当チームに通知する。

②日本選手権エリア大会は、 ２０２０年１１月　に開催される予定。

　 交通費などの諸経費は、各自負担となります。（ＪBAより一部補助が行われる可能性あり）

17 問い合わせ先 一般社団法人 三重県バスケットボール協会　　　津市広明町345-5 第2三浴ビル2F

TEL ： 059-224-5466　　　e-mail ： mie-bba@athena.ocn.ne.jp

２０２０年度 U18 ３x３日本選手権大会三重県予選会
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1 主催 一般社団法人 三重県バスケットボール協会

2 開催期日 ２０２０年１０月１８日（日）（予定）

3 開催会場 未定

4 競技種別 カテゴリー　男・女

5 競技方法 予選リーグを行い、上位チームは決勝トーナメントへ進み、順位を決定する。

（応募チーム数により変更あり）＊ただし、参加チーム数は、最大１６チームとする

6 チーム人員 ①１チーム選手４名のエントリーを行うことができる。

②ベンチにコーチを置くことは出来ない。

③男女の混成チームは認められない。

④外国籍選手の登録人数は２名までとする。

7 出場選手資格 ①２０２１年５月３１日までに１８歳以上である者。

② TEAM JBAの３ｘ３ に競技者登録が完了していること。

② ｢ＦＩＢＡ３×３Ｐｌａｎｅｔ｣ に競技者登録が 完了していること。 (なお、登録料は無料です)

③三重県に居住 (もしくは在校・在勤) するもの（チームに１名以上。）

④他都道府県予選大会に出場していないこと。

⑤「３ｘ３日本選手権エリア大会」及び「３ｘ３日本選手権大会」へ出場できるチーム(選手)であること。

8 参加申込期間 ２０１９年９月～ １０月頃（後日県協会HPにて掲載）

申込(先着)順に１６チームで締め切る。

9 参加申込方法 後日県協会HPにて掲載

10 参加料 １チーム　３，０００円

11 組合せ 三重県バスケットボール協会の責任抽選とします。

12 競技規則 競技規則は「２０１９ ３ｘ３FIBA 競技規則」に準ずる。

ただし、予選開催時にリリースされている最新の競技規則を採用する。

13 エントリー変更 エントリー期日以降の選手変更は原則認めない。

14 ユニフォーム ユニフォームについては、以下の通りとする。

①各チームは、濃淡の２色のシャツを用意しなければならない。（リバーシブルシャツ可）

②チーム・メンバー全員が同じデザインの色や形のシャツを着用しなければならない。

③チーム・メンバーは、シャツの前と背中の見やすい位置に、シャツ色とはっきりと区別できる単色で、

　 かつ文字の幅が２ｃｍ以上の番号「０、００および１～９９」をつけなければならない。

15 参加上の注意 ①チームの代表者は、開会式の２０分前までに受付を済ませること。

②申込み時点で１８歳未満の者は、必ず署名捺印した｢同意書｣を、当日受付に提出して下さい。

③試合開始時間までにメンバーが揃わない場合は棄権とみなす。

④開会式には、全チームが参加すること。

⑤大会期間中に大会会場で負傷については、主催者が加入する傷害保険で対応する。

⑥競技中に発生した傷害については主催者で応急処置を行うが、その後の責任は負わない。

⑦本大会中に撮影された写真・映像・氏名・身長など、印刷物・ホームページへの情報記載権は、 主催者に帰属する。

16 その他 ①日本選手権エリア大会出場チームについては、この大会の結果をもとに、協会理事会で審議・決定し、

　 各カテゴリー毎に１チームを推薦して、該当チームに通知する。

②日本選手権エリア大会は、２０２１年　１月　に開催される予定。

２０２０年度 OPEN ３x３日本選手権大会三重県予選会
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主催 三重県、三重県教育委員会、津市、津市教育委員会、（公財）三重県体育協会

三重県体育指導委員協議会、三重県レクリエーション協会

主管 一般社団法人 三重県バスケットボール協会

日時と会場 ２０２０年９月２２日（火・祝） ９：００～１５：３０ (予定) 受付 8:30～
会場未定

種目及び種別 車椅子バスケットボール

５． 大会形式 予選なし、フリー参加

６． 参加人員と構成 ６チーム（１チームの編成は障がい者と健常者の混成で､10～15名）

７． 対象者 県内在住(在勤)の中学生以上

８． 実施上の規則 車椅子バスケットボールの競技ルール

及び　方法 ３チームずつ、２ブロックに分かれてのリーグ戦

９． 表彰 チームの勝敗(順位)の表彰は行わず、チーム(個人)に特別賞等を授与の予定

１０． 申込方法 申込書を 、メールに添付して送付する （もしくは郵送・FAX) 

申込書は､｢三重県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会｣･｢三重県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会｣のHPに掲載予定

参加費は、無料です。

１１． 障害保険について 大会主管者で一括加入します （１日保険）

１２． 問い合わせ先 (一社 )三重県バスケットボール協会　津市広明町345-5 第2三浴ビル2F　　

および　　 e-mail ： mie-bba@athena.ocn.ne.jp
申し込み先 TEL ： 059-224-5466

１３． 申込み締切日 ２０２０年 ９月１３日（日）（予定）

１４． チーム編成 大会当日、受付後、会場において発表します

１５． 開会式及び閉会式 開会式を９時より行いますので、参加者は受付をすませ､必ず出席して下さい

閉会式は、すべてのゲームが終了後に行います (１５時頃の予定)

１６． 車椅子の練習 健常者の方で参加される方は、事前に体験することが可能です

毎週金曜日に、下記(体育館)にて車椅子チームの練習を行っています
＊ 事前に、必ずＴＥＬにて確認を行って下さい 　（０５９－２３１－０１５５）
三重県身体障害者総合福祉センター(体育館)　（津市一身田大古曽670-2）

４．

みえスポーツフェスティバル

１．

２．

３．

車椅子バスケットボール

みなさんは｢車椅子バスケットボール｣をどれほど知っていますか？名前の通り、車椅子に乗りバスケット

ボールをする競技ですが、全日本の男子がリオパラリンピックへ参加したこともあり、最近注目されています。

三重県バスケットボール協会は、今年も｢みえスポーツフェスティバル｣で、障がい者と健常者が一緒に競技

を行いさらに興味関心を高めて楽しんでもらおうと、｢車椅子バスケットボール｣の交歓大会(試合)を開催しま

す。

障がい者のみなさんには、新たなスポーツへのチャレンジのきっかけとなり、健常者のみなさんには、実際

に車椅子に乗って触れて操作し、何よりも｢車椅子バスケットボール｣を体験してもらうよい機会となるはずで

す。

この大会で、障がい者と健常者の交流が深まることによりノーマライゼーションの理念の浸透が図られ、ま
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