
事業計画（県内事業）
■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止 　

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 県協会 定時社員総会

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）



事業計画（県内事業）
■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止

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



事業計画（ブロック大会）
■　中止　　　　　■　延期　　　　　　■　該当日程を中止

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


