
月　日 月　日 開催県 市 会場予定

5/3～5 福井県 福井市 福井県営体育館　他

5/25～26 三重県 津市 三重県サオリーナ

4/27,28,29 6/14～16 長野県 松本市 松本市総合体育館　他

6/23 富山県 滑川市 滑川総合体育館

7/6～7 石川県 河北郡 津幡運動公園体育館

調整中 8/3～4 富山県 富山市 富山県総合体育センター

8/7～8 新潟県 長岡市 アオーレ長岡　他

8/16～18 石川県 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター

10月 京都府 京都市

6/1,2 9/21～23 未定

6/22,23 9/28～29 福井県 未定

7/13,14 10/24～27 富山県 富山市 富山県総合体育センター

7/14 10/19～20 石川県 金沢市 金沢市中央体育館

7/28 12/21～22 福井県 越前市 越前市AW-Iスポーツアリーナ

7/27,28 1/24～26 富山県 富山市 富山県総合体育センター

7月頃 2/1～2 福井県 福井市 福井県営体育館

2/15～16 富山県 朝日町 朝日サンリーナ

9/1 愛知県 岡崎市

11/9

調整中

12/7 富山県

《全国大会関係①》

6月～12月 全国各地

5/18～19 東京都 調布市 むさしの森スポーツセンター

調整中 調整中

調整中 調整中

11/2～3 北海道 札幌市

10/末～11/上旬 京都府

10/26～27 山口県 防府市

2/1 調整中 東京都

3/28,29 8/3～4 長野県 佐久市

7/27～8/2 鹿児島県 薩摩川内市　他

8/13～15 東京都 立川市

8/20～23 宮城県 仙台市

8月（予定） 和歌山県 和歌山市

8/24～25 島根県 松江市

《全国大会関係②》 10/19～20 未定

月　日 開催県 市等 会場予定 9/21～24 岐阜県 岐阜市

調整中 調整中 9月～12月 調整中

12/13～15 沖縄県 豊見城市 1/9～1/12 埼玉県 さいたま市

12/9～15 東京都 10/4～8 茨城県 日立市、水戸市

12/23～29 東京都 調布市　他 調整中

2/15～18 岡山県 岡山市 調整中

3/20～22 愛知県 豊田市 11/23～25 宮城県 仙台市

調整中 調整中 12/下旬～1/上旬 調整中

3/28～3/30 調整中 調整中 調整中

URL：http://www.tabba.org/　　H27.4.1より新ホームページ

第２回日本社会人レディースバスケットボール交流大会（中地域）県予選 未定 未定

東海北陸ブロック車椅子ブロック大会・前期大会

B.LEAGUE  U15  CHAMPIONSHIP  ２０２０

第２回全日本社会人バスケットボール選手権大会 第２回全日本社会人Ｏ－40/Ｏ－５０バスケットボール選手権大会

第６回理事長杯全日本デフバスケットボール選手権大会

２０１９年度第２９回全国高等学校定時制通信制大会

２０１９FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会(第２４回)

第６回３×３　Ｕ１８日本選手権大会 男子第９５回・女子８６回全日本総合選手権大会『オールジャパン』事前ラウンド

第１７回全国専門学校バスケットボール選抜大会 男子第９５回・女子８６回全日本総合選手権大会『オールジャパン』決勝ラウンド

全国専門学校総合体育大会　第２４回全国専門学校バスケットボール選手権大会

第４９回全国中学校バスケットボール大会(全中)

第５４回全国高等専門学校体育大会　

大　　会　　名 日本スポーツマスターズ２０１９

Ｕ１５全国バスケットボール選手権（仮称）プレ大会

第２回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 第２１回Ｗリーグ『ＷＪＢＬ』

第２回全日本社会人Ｏ-40/Ｏ-50バスケットボール選手権大会　富山県予選 未定

1/11,23
18,19

第４３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　他

第２回日本社会人レディースバスケットボール交流大会（東地域）

第２回日本社会人レディースバスケットボール交流大会（西地域）

第４７回日本車椅子バスケットボール選手権大会

1/11,12,13
第６７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

富山市総合体育館　他

第３２回日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会

　兼北信越高校新人大会県予選

第５回3×3日本選手権大会

調整中 オープン・トーナメント戦 調整中

11/27,23,24
第３６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　他

富山チャレンジリーグ(大学県内外14・高校5)

　兼第５１回北信越大会予選

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》

第４１回富山県中学校選抜大会 オープン・トーナメント戦 調整中

東海北陸ブロック車椅子定期大会・後期大会

第２回全日本社会人バスケットボール選手権大会富山県予選

北信越ＢＤＣ交歓会10/26,27
11/9,10

２０１９年度富山県高校秋季選手権大会 県西部体育センタ－
2000年体育館　他　兼第７２回全国高等学校バスケットボール選手権大会県予選

11/3,10,17,24
12/1,8,15,22

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２回全日本社会人バスケットボール選手権大会　北信越予選

オープン・トーナメント戦

県西部体育センター

第２回日本社会人レディースバスケットボール交流大会（中地区）

第７２回富山県民体育大会第１部

第７２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５３回北信越秋季大会インカレ予選

中学トーナメント・他 県総合体育センター　他

第６２回北信越定通総合体育大会

第５７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　他

第９５回天皇杯・第８６回皇后杯　1次ラウンド　中日本エリア

未定

第３９回北信越ミニバスケットボール大会

第５１回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会

第５８回北信越高等学校バスケットボール選手権大会

第７２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２回全日本社会人Ｏ-40/Ｏ-50バスケットボール選手権大会　北信越予選

　兼第９５回天皇杯・第８６回皇后杯　0次ラウンド 高校男女４チーム推薦参加 第５４回北陸地区高専大会

5/25,26
6/1,2

２０１９年度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

第３９回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会

　兼第５８回北信越高校総合体育大会

第７３回富山県男女総合選手権大会 オープン・トーナメント戦5/5,19,26
6/30

7/7,15

県総合体育センター
県西部体育センター　他

第４０回北信越中学校総合競技大会

少年男子４，女子４(県高校総体兼ねる)

第４０回北信越国民体育大会

第２９回富山県スポーツ少年団交流大会 トーナメント戦

第３０回全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会第５１回全国ミニバスケットボール大会

２０１９年度
富山県バスケットボール協会

行　事　計　画
(2019.4.1～2020.3.31)

《富山県関係》 《北信越関係》

大　　会　　名 試合方法 会場予定 大　　会　　名

6月～2020年
3月

２０１９年度富山県一般男女県リーグ戦
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５３回北信越春季リーグ戦(笹本杯)

リーグ戦 第１９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７３回富山県春季高校選手権大会 オープン・トーナメント戦 県総合体育センター　他

全国各地

全国各地

第１３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 調整中

第１３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

２０１９年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)

第２２回あいの風車椅子バスケットボール大会 リーグ戦 魚津市ありそどーむ

B.LEAGUE  U15  CHALLENGE  CUP  ２０１９

第７１回全日本大学バスケットボール選手権大会『インカレ』 第７４回国民体育大会

第２回社会人地域リーグ

第１８回会長杯富山県中学校バスケットボール大会

第２回日本社会人レディースバスケットボール交流大会（中地域）

第７２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』 B.LEAGUE(B1、B2、B3)

　兼第５１回全国ミニバスケットボール大会県予選


