
月　日 月　日 開催県 市 会場予定

5/4～6 富山県 富山市 県総合体育センター 他

5/27～28 福井県 福井市 福井県営体育館

4/22.23.29 6/17～18 新潟県 新潟市 鳥屋野総合体育館　他

5月・・予定 6/下旬 新潟県 未定 未定

6/10～11 石川県 金沢市 北陸電力石川体育館

7/8～9 石川県 野々市市 金沢工業大学体育館

7/28 富山県 魚津市、黒部市 ありそ、黒部市総合

4/30、5/7 8/5～6

6/3.4 8/3～4 長野県 伊那市、岡谷市 伊那市民体育館　他

7/1.2 8/19～20 石川県 小松市 調整中

7/15.16 8/25～27 福井県 福井市 福井県営体育館

7/17 9/16～18 富山県 黒部市 黒部市総合体育センター

7/23 10/14～15 長野県 松本市 調整中

7/22.23 10/26～29 新潟県 新潟市 鳥屋野総合体育館　他

未定 11/4～5 石川県 金沢市 北陸電力石川体育館

12/23～24 富山県 黒部市 黒部市総合体育センター

1/27～28 石川県 金沢市 金沢市総合体育館　他

2/3～4 石川県 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター

2/10～11(U17)
2/3～4(U13)

富山県 富山市 調整中

2/17～18 富山県 朝日町 朝日サンリーナ

3/17～18 石川県 金沢市 調整中

11/11 8or12月

11/12

11/3

富山県

《全国大会関係①》

5/3～5 東京都 渋谷区

調整中 調整中 調整中

7/29～30 広島県 広島市、呉市

調整中 調整中 調整中

調整中 調整中 調整中

7/28～8/2 福島県 福島市 あづま総合体育館他

8/11～14 福井県 福井市 福井県営体育館　他

7/31～8/3 東京都 渋谷区

2/3 8/26～27 長野県 長野市 調整中

3/24.25 8/23～25 沖縄県 那覇市、沖縄市他 那覇市体育館　他

8/22～25 東京都 大田区

調整中 兵庫県 調整中

《全国大会関係②》 調整中

月　日 開催県 市等 会場予定 調整中

12/23～29 東京都 渋谷区 東京体育館 10/1～5 愛媛県 今治市、東温市他

～1/8 調整中 調整中 調整中

2/10～13 大阪府 調整中

3/10～12 佐賀県 佐賀市、神埼市 12/2～3 群馬県 高崎市

3/28～30 東京都・埼玉県 千葉県・神奈川県 区総合他 11/20～26 東京都 渋谷区、大田区 代々木第2他

3/28～3/30 調整中 調整中 11/28～12/3 宮城県 仙台市

調整中 調整中 調整中 12/13～15 新潟県 新潟市 東総合スポーツセンター

調整中 調整中 調整中 日バ共催 URL：http://www.tabba.org/　　H27.4.1より新ホームページ

第４回３×３日本選手権大会 第１６回全国専門学校バスケットボール選抜大会

第４回全日本デフバスケットボール選手権大会（理事長杯）

第４４回全日本クラブ選手権大会 第１０回全日本クラブシニア選手権大会・クラブスーパーシニア交歓大会

第３１回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会『ジュニアオールスター』 第６８回全日本大学バスケットボール選手権大会『インカレ』（男子）

第４９回全国ミニバスケットボール大会 第６８回全日本大学バスケットボール選手権大会『インカレ』（女子）

第４８回全国高等学校バスケットボール選手権大会『ウィンターカップ』 第７２回国民体育大会

男子第９３回・女子８４回全日本総合選手権大会『オールジャパン』 第４回３×３日本選手権大会（U-18カテゴリー） 調整中

高松宮記念杯　第５０回全日本実業団選手権大会 社会人選手権大会プレ大会 調整中

全国専門学校総合体育大会　第２２回全国専門学校バスケットボール選手権大会

日本スポーツマスターズ２０１７

B.LEAGUE(B1、B2、B3) 全国各地

大　　会　　名 第１９回Ｗリーグ『ＷＪＢＬ』 全国各地

第１１回富山県ミニバスケットボール４地区交流 リーグ戦 高岡市竹平記念体育館 第５２回全国高等専門学校体育大会　バスケットボール競技

第２０回あいの風車椅子バスケットボール大会 リーグ戦 第４７回全国中学校バスケットボール大会(全中)

1/14.21.28
2/4.11.25
3/4.11.18

第２５回富山県冬季一般男女選手権大会 オープン・トーナメント戦
県総合体育センター

県西部体育センター　他

男子第５５回・女子第４７回全日本教員選手権大会

平成２９年度第２７回全国高等学校定時制通信制大会

1/13.14
20.21

第４１回春季ミニバスケットボール大会
オープン・トーナメント戦

県西部体育センター、新湊アイシン軽金
属スポーツセンター、南砺市福野体育

館、朝日町文化体育センター　他

第２８回全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会

　兼第４９回全国ミニバスケットボール大会県予選 第７０回全国高等学校総合体育大会(インターハイ)

1/6.7.8
第６５回冬季富山県高校新人大会

オープン・トーナメント戦 県総合体育センター　他
第３６回全国ママさんバスケットボール交歓大会

　兼北信越高校新人大会県予選 ２０１７FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会(第２２回)

富山チャレンジリーグ(大学県内外14・高校5)

　兼北信越大会予選

12/16.17
1/13.14

第１６回会長杯富山県中学校バスケットボール大会 オープン・トーナメント戦
2000年体育館

ｱｲｻﾞｯｸｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｰﾑ　他

第４５回日本車椅子バスケットボール選手権大会

第３０回日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会

第１１回富山県ミニバスケットボール４年生以下(U-10)大会 リーグ戦 黒部市総合体育センター

11/19.25.26
第３４回富山県秋季ミニバスケットボール優勝大会

オープン・トーナメント戦
黒部市総合体育センター

新湊ｱｲｼﾝ軽金属ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
県西部体育センター

第３９回富山県中学校選抜大会 オープン・トーナメント戦 福光体育館、福光中学校

10/29、
11/5.12.19.26

12/3.10

第４４回富山県クラブバスケットボール選手権大会

オープン・トーナメント戦
県総合体育センター

県西部体育センター　他

第４４回全日本クラブ選手権大会北信越予選

　兼北信越クラブ選手権大会予選 北信越エンデバー(U-17、U-13)

東海北陸ブロック車椅子定期大会・後期大会

富山県中学校４地区選抜チーム対抗 リーグ戦 調整中 《その他》

10/28.29
11/4.5

平成２９年度富山県高校秋季選手権大会
オープン・トーナメント戦 県西部体育センタ－　他

第２０回北信越ジュニアオールスター交歓会

　兼第４８回全国高等学校バスケットボール選手権大会県予選 東海北陸実業団選手権

第６４回富山県実業団選手権大会 オープン・トーナメント戦 未定 後期北陸実業団選手権大会

5/21.28
6/4.11.18.25

7/2.9

第７１回富山県男女総合選手権大会 オープン・トーナメント戦 県総合体育センター
県西部体育センター　他

第３７回北信越ミニバスケットボール大会

　兼第93回天皇杯・第84回皇后杯県予選 高校男女４チーム推薦参加 第４９回北信越高校新人大会

第７０回富山県民体育大会第２部(郡市対抗)
一般トーナメント 県西部体育センター 第６０回北信越定通総合体育大会

中学トーナメント・他 富山市総合体育館　他 第５１回北信越秋季大会インカレ予選

第５５回富山県中学校総合選手権大会 男女地区代表トーナメント戦 ありそドーム、朝日サンリーナ 第３８回北信越国民体育大会

第７０回富山県民体育大会第３部 マスターズ男子 県西部体育センター 第93回天皇杯・第84回皇后杯　2次ラウンド　

第７０回富山県民体育大会第１部
成年男子４、女子４(県一般男女兼ねる) 第３７回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会(女子)

少年男子４，女子４(県高校総体兼ねる) 第３８回北信越中学校総合競技大会

第２７回富山県スポーツ少年団大会 トーナメント戦 県西部体育センター 第１９回北信越家庭婦人交歓大会

第２３回富山県家庭婦人大会　兼全国大会予選 オープン・トーナメント戦 県西部体育センター　他 第３１回北信越教員選手権大会(未定・・ここ数年開催されず)

5/27.28.6/3.4

第４５回富山県高校総合体育大会

オープン・トーナメント戦
県総合体育センター

県西部体育センター　他

前期北陸実業団選手権大会

　兼第５６回北信越高校総合体育大会 第５２回北陸地区高専大会

　　兼第７０回全国高校総合体育大会県予選 北信越中学強化練習会

4/2.9.16.23
30
5/7

第５９回富山県一般男女選手権大会
男子１部～４部、女子１部・２部 県総合体育センター

県西部体育センター　他

第５１回北信越春季リーグ戦(笹本杯)

オープン・トーナメント戦 第17回全国障害者スポーツ大会バスケットボール競技北信越・東海予選(ＦＩＤ)

第７１回富山県春季高校選手権大会 オープン・トーナメント戦 県西部体育センター　他 第５６回北信越高校選手権大会

平成２９年度
富山県バスケットボール協会

行　事　計　画
(H29.4.1～H30.3.31)

《富山県関係》 《北信越関係》

大　　会　　名 試合方法 会場予定 大　　会　　名


