
平成23年度（2011年度）　長崎県バスケットボール協会　競技スケジュール 平成23年３月10日

期 日 開 催 地 大 会 名 期 日 開 催 地 大 会 名 期 日 開 催 地 大 会 名
3 長崎市 第４回　全九州シニア大会予選

9・10 長崎市 第25回　サンライズ杯

30～5/1 九州各地 第16回　九州大学春季選手権大会 16・17・18 長崎市 第65回　県下高校春季選手権大会

6～8 長崎県　諫早市 第16回　九州大学春季選手権大会 7・8 長崎市 第30回　全国ママさん交歓大会長崎県予選

14・15・22 長崎市ほか 第１回　クラブ春季大会兼九州選抜大会予選会

4・5・6・7 佐世保市 第63回　高校総合体育大会　(国体最終選考会)

17～19 長崎県　大村市 第63回　全九州高校選手権大会

18～19 長崎県　長崎市 第51回　全九州実業団選手権大会 25・26・7/3 長崎市ほか 第28回　会長杯争奪一般男女選手権大会　(国体最終選考会)

8～10 長崎県　佐世保市 第48回　九州高等専門学校大会

28～8/2 秋田県　秋田市 全国高等学校総合体育大会 9～10 鹿児島県　薩摩川内市 第２回　全九州クラブ選抜選手権大会

　　　　能代市 第64回全国高等学校選手権大会（インターハイ） 16～17 宮崎県　宮崎市 　　　　全九州シニアバスケットボール大会

22～24 大阪府　大阪市 第30回　全国ママさん交歓大会 23・24・25 長崎市 　　　　長崎県中学校総合体育大会

4～7 東京都　渋谷区 第21回　全国高等学校定時制通信制大会 4～6 沖縄県　那覇市 第41回　全九州中学校大会 4・6 4長崎市・6大村市 　　　　女子日本代表チーム国際親善試合

男子第49回

女子第41回 19～21 佐賀県　唐津市 第31回　平成23年度国民体育大会九州ブロック大会

18～21 滋賀県 野洲市 大津市 守山市 近江八幡市 第41回　全国中学大会 27～28 佐賀県　鳥栖市 第７回　九州地区ママさん交歓大会 20・21・22 島原市 第25回　KTN杯県下ミニバス選手権大会　兼　九州大会予選

19～21 東京都　世田谷区 全国高等専門学校総合体育大会 21～28 大村市 第24回　FIBA ASIA女子バスケットボール選手権大会

未定（中旬予定） 大阪府　大阪市 第16回　全国専門学校選手権大会 26～10/30 九州各地 第18回　全九州大学リーグ戦 　　　　　　　　　　　※ロンドンオリンピックアジア地区予選

16～20 石川県　金沢市　野々市町 日本スポーツマスターズ２０１１

30～3/8(予定) 全国各地 第13回　Ｗリーグ(ＷＪＢＬ)

2～6 山口県　下松市　周南市　防府市 第66回　国民体育大会 1・2・9 長崎市ほか 第64回　県総合選手権大会（国体一次選考会）

7～4/23(予定) 全国各地 ＪＢＬ　２０１１－２０１２ 15・16・22 長崎市 第42回　全国高等学校選抜優勝大会長崎県予選会

15～3/25 全国各地 ＪＢＬ２　２０１１－２０１２ 23 長崎市 　　　　郡市対抗１・２年年中学校年強化練習会

29・30 長崎市 　　　　郡市対抗３年中学校強化練習会

5～6 富山県　南砺市　砺波市 第７回　全日本社会人選手権大会

第４回　全日本クラブシニア選手権大会　兼 12・13 佐世保市 第63回　県民体育大会

第４回　全日本クラブスーパーシニア交歓大会 11～13 鹿児島県　薩摩川内市 第63回　全九州総合選手権大会 6 長崎市 第４回　長崎県ママさん秋季交歓大会

21～27 未定 第63回　全日本大学選手権大会(インカレ)(女子) 19・20 各地区 　　　　高校地区新人戦

21～27 未定 第63回　全日本大学選手権大会(インカレ)(男子) 19・20・26 長崎市 第36回　県下ミニバス選手権　兼　全国大会予選

26・27・12/4 長崎市ほか 第39回　県クラブ選手権大会

中旬(予定) 沖縄県　那覇市 第13回　全国専門学校選抜大会 18 長崎市（予定） 　　　　高校県選抜１次強化合宿（クリニック）

23～29 東京都　渋谷区 第42回　全国高等学校選抜優勝大会(ウィンターカップ)

第87回天皇杯・第78回皇后杯 7～9 福岡県久留米市 第32回　全九州ミニバスケットボール大会 14・15・28 長崎市 　　　　2012ＮＢＣミニバス大会(県大会)

全日本総合選手権大会(オールジャパン) 21・22 長崎市21・大村市22 　　　　WJBL長崎大会

28・29・30 諫早市・大村市 　　　　県下高校新人戦

4～7 愛媛県　松山市 第44回　全日本実業団選手権大会 4～5 佐賀県　佐賀市 第38回　全九州クラブ選手権大会 4・5・12 諫早市 第31回　中学校新人戦　兼　全九州中学春季選手権大会県予選

10～12 佐賀県　佐賀市 第42回　全九州高校春季選手権大会 19 長崎市 第３回　長崎県ママさんチャレンジ大会

17～19 大分県　別府市・大分市 第38回　全日本クラブ選手権大会 16～18 沖縄県　那覇市ほか 第32回　全九州中学春季選手権大会 25・26・3/4 長崎市ほか 第34回　ＮＨＫ杯争奪一般男女選手権大会（国体二次選考会）

28～30 東京都　埼玉県　千葉県　神奈川県 第25回　都道府県対抗ジュニア大会(ジュニアオールスター)

28～30 東京都　渋谷区 第43回　全国ミニバスケットボール大会

未定 確認中 ALL JAPAN 3on3 BASKETBALL(JBA33)2011

【国際大会】 第２４回ＦＩＢＡアジア女子バスケットボール選手権大会　

第３４回李相佰杯争奪 日韓学生バスケットボール競技大会５/２０～５/２２ 日本　山形県 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ロンドンオリンピックアジア地区予選８月２１日～２８日 長崎県　大村市

第２２回ＦＩＢＡアジアチャンピオンズカップ(男子) ５月(予定） 未定 第２６回ユニバーシアード競技大会8/1２～２３ 中国

第２回東アジアバスケットボール選手権大会 第１９回日・韓・中ジュニア交流競技会８月(予定） 未定

兼 第２６回ＦＩＢＡアジア男子バスケットボール選手権大会　東アジア地区予選 第２６回ＦＩＢＡアジア男子バスケットボール選手権大会　※ロンドンオリンピックアジア地区予選９月（予定） 未定

５月下旬(予定） 未定 第２回ＦＩＢＡアジアＵ－１６女子バスケットボール選手権大会　※世界選手権アジア地区予選９月（予定） 未定

男子日本代表チーム国際親善試合６/３０～7/３（予定） 日本各地

第１０回ＦＩＢＡＵ－１９男子世界バスケットボール選手権大会　6/３０～７/１０ ラトビア　 【共催大会】

第２回ＦＩＢＡアジアＵ－１６男子バスケットボール選手権大会　※世界選手権アジア地区予選７月（予定） 未定 内閣総理大臣杯争奪第４０回日本車椅子バスケットボール選手権大会５/２～５/４ 東京都　渋谷区

第９回ＦＩＢＡＵ－１９女子世界バスケットボール選手権大会　７/２１～７/３１ チリ　 厚生労働大臣杯争奪第2５回日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会６/４～６/５ 静岡県　浜松市

２０１１年日韓ママさんバスケットボール親善大会7/2９～7/３１ 日本 ２０１１ＦＩＤジャパン・チャンピオンシップ バスケットボール大会 (第１６回) ７月下旬～８月上旬（予定） 未定

女子日本代表チーム国際親善試合７/28～７/31（予定） 日本各地 第２２回日本女子車椅子バスケットボール選手権大会１１月（予定） 兵庫県　神戸市

第１０回全日本デフバスケットボール選手権大会(ミミリーグ) （未定） 未定
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