
平成29年度（2017年度）事業計画 滋賀県バスケットボール協会 

月 月

9(日) 伝達講習会（審判）

大阪

6(土) 近畿ブロック予選抽選会 大阪協会 7（日） 春季大会代表者会議 コミセンきたの
13(土) 理事会

21（日） 春季大会 各地7会場
27（土） 春季大会 未定
28（日） 春季大会 未定
28（日） 指名審判講習会① 未定

4(日) 理事会 草津エスト
10(土) 近畿協会総会 大阪府 〃 代議員会 　〃

大阪

23(金)～25(日)　近畿高校選手権 奈良県 24日（土） 県総合選手権学連予選 立命館大学

2(日) カーニバル 県立③
8(土) 県総合選手権(1日目) 県立②(③) 8(土)～9(日)近畿ブロックエンデバー 大阪府

〃 指名審判員研修会
理事会

29(土)～30(日)　全日本クラブ選抜大会近畿予選 奈良県 9(日) 県総合選手権(2日目) 県立②(③)
29(土)～30(日)　全国ママさん交歓大会 広島県 〃 指名審判員研修会
28(金)～2(水)　全国高校総体(インターハイ) 福島県
28(金)～2(水)　全国高校総体(インターハイ) 福島県

京都府 5(土) 県民体育大会 守山③
11(金)～14(月)　全日本教員選手権 福井県 〃　 Ｂ級審判員研修会

奈良県 〃　 理事会
19(土)・20(日)　近畿ブロック予選 兵庫県 6(日) 県民体育大会 守山② 20(日) 夏季選手権大会代表者会議 コミセンきたの
23(水)～25(金)　全国中学校バスケットボール大会 沖縄県 〃　 Ｂ級審判員研修会

27(日) 夏季選手権大会 未定

2(土)～ 関西学生リーグ 京阪神各地
未定　　　　近畿実業団選手権 未定 9(土) 理事会 2（土） 夏季選手権大会 未定
2(土)・3(日)　全日本クラブ選抜大会 浜松市 3（日） 夏季選手権大会 未定

神奈川県
16(土)～19(火)　日本スポーツマスターズ2017 兵庫県
16(土)～18(月)　ALL JAPAN 二次ラウンド 富山県

　(土)・　(日)　中日本クラブ選手権 兵庫県 ～29（日） 関西学生リーグ 京阪神各地
1(日)～5(木)　国民体育大会 愛媛県
15(土)・16(日)　近畿実業団選手権 和歌山県 15(土) 理事会

20(金) 前日準備(夜間) 県立①(③)
21(土)･22(日) WJBL 紡織対シャンソン 滋賀県 21(土) WJBL 紡織対シャンソン 県立①(③)
　(土)・　(日)　ALL JAPAN 二次ラウンド 富山県 22(日) WJBL 紡織対シャンソン 県立①(③)

23(月) 撤去作業(午前) 県立①(③)

　(日)・　(月)　(新)社会人選手権プレ大会 ※調整中
18(土) 理事会

C級審判員研修会
　(土)･　(日)　審判基礎講座

20(月)～26(日)　全日本大学選手権(インカレ)男子 東京都 11/25（土） 25（土） 冬季大会代表者会議 コミセンきたの
28(火)～3(日)　全日本大学選手権(インカレ)女子 宮城県 ～12/2（日） （インカレ） 東京・仙台

2(土)・3(日)　全日本クラブシニア選手権 群馬県 2(土) 協会設立70周年記念事業 大津プリンス 8(金) 冬季県大会前日準備(夜) 野洲④
9(土) 冬季県大会 野洲④

理事会 10(日) 冬季県大会 野洲④
大阪 10(日) 指名審判講習会② 野洲④

23(土)～29(金) 全国高校選抜大会(ウィンターカップ) 東京都

　(　)～8(月) 全日本総合選手権 ※調整中
　(土)･　(日)･　(土)　Ｂ級審判員審査会

理事会
　(土)・　(日)　近畿クラブ選手権 和歌山県 (未定) 3×3 日本選手権 県予選

10(土)～13(火) 全日本実業団バスケットボール選手権 大阪府
17(土) ミニ･ジュニア交流会 栗東②

17(土)・18(日)　近畿高校新人大会 奈良県 23(金) 近畿交歓大会前日準備 野洲④
24(土)・25(日)　近畿ミニバスケットボール大会 滋賀県 理事会 24(土) 近畿交歓大会 野洲④
　　(土)・　　(日)　近畿ブロックエンデバー 滋賀県 25(日) 近畿交歓大会 野洲④

　

10(土)～12(月)　全日本クラブ選手権 佐賀県 理事会
　(水)～　(日)　3×3 日本選手権 ※調整中 17(土) 総会 コミセンきたの
　(火)～　(木) ジュニアオールスター大会 ※調整中 　(土)･　(日)　Ｂ級審判員研修会(国体強化)　
　(火)～　(木) 全国ミニバスケットボール大会 ※調整中

県内体育館 …… 県立（県立体育館）、別館（県立体育館別館）、スポ会館（県立スポーツ会館）、皇子（皇子が丘公園体育館）、

　　ふれあい（大津市：におの浜ふれあいスポーツセンター）、あづち（あづちマリエート）、彦根（彦根市民体育センター）

4(日)～11（日）　西日本学生選手権

全日本大学バスケットボール選手権

3（日）～10（日）　関西学生新人戦

県　協　会　　・　　学　　　連 ミ          ニ

21（土）～5/5（金）　関西学生選手権

全　　国　・　近　　畿　・　県　　外
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9(土)～11(月)　全日本実業団バスケットボール競技大会
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19(土)・20(日)　近畿女性交歓大会
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　(火)～　(水)近畿中学校総合体育大会
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 平成29年度（2017年度）事業計画 滋賀県バスケットボール協会 

月 月

　
2(日)
9(日) 滋賀リーグ 雨山③

21(金） 専門委員総会 男女共同参画センター 25(火） 顧問会議 八幡工業 16(日) 滋賀リーグ 長浜②
専門委員会 八幡東中学校 　　30（日） 審判・オフィシャル講習会 彦根東高校　　　　膳所高校 23(日) 栗東②、サン②

30(日) 滋賀リーグ 雨山③

17(水) 春季総体　準備 県立③、湖南②、栗東②他 7(日) 滋賀リーグ 雨山③
18(木) 春季総体 県立③、湖南②、栗東②他 雨山②
19(金) 春季総体 県立③、あづち② 14(日) 滋賀リーグ 雨山③
20(土) 春季総体・強化練習会 あづち②

27(土) 春季総体 彦根②、長浜市民②、ふれあい①、野洲高① 21(日) 滋賀リーグ 雨山③
28（日） 審判講習会 瀬田北中学校 28(日) 春季総体 彦根②、ふれあい①、野洲高① 28(日) 滋賀リーグ 雨山③

1(木) 春季総体 県立③、ふれあい①
2(金) 春季総体 県立③、ふれあい① 4(日) 滋賀リーグ サン②
3(土) 春季総体 県立メイン③ 11(日) 滋賀リーグ 守山③

17(土) 県実業団選手権 雨山②
17（土） エンデバー伝達講習会 市立守山中学校 18(日) 滋賀リーグ 雨山③

23(金)～25(日)　近畿高校選手権（奈良県）
　 25(日) 滋賀リーグ 雨山③

21（金） 夏季総体・ブロック大会 各ブロック
22（土） 夏季総体・ブロック大会 各ブロック

27（木） 夏季総体・県体　準備 野洲②、あづち② 26（水） 運営委員会 石山高校 16(日) (全日本クラブ予選) (雨山③)
23(日) (全日本クラブ予選) (雨山③)

28（金） 夏季総体・県体 野洲②、あづち② （　） 高校生審判講習会
29（土） 夏季総体・県体 野洲② 30(日) (全日本クラブ予選)予備日 (雨山③)
2（水） ビワコカップ 守山② 2（水） ビワコカップ 守山②

5（土） 第66回近畿総体 京都 20(日) (全日本クラブ予選) (雨山③)
6（日） 第66回近畿総体 京都

27(日) 全日本クラブ予選 守山③

3(日) 滋賀リーグ 県立③
10(日) 滋賀リーグ 雨山③、栗東②

下旬 ジュニア・選抜選考会 17(日) (滋賀リーグ) 雨山③、栗東②

22（金） 顧問会議 彦根工業 24(日) 滋賀リーグ 県立②

1(日) 滋賀リーグ 雨山③
8(日) (滋賀リーグ) (雨山③)

20（金） 秋季総体ブロック大会 各ブロック 26(木) 秋季総体 守山③、ふれあい①、皇子② 15(日) 滋賀リーグ 雨山③
21（土） 秋季強化練習会 各ブロック 27(金) 秋季総体 守山③、野洲④、皇子②

28(土) 秋季総体 守山③、皇子②
29（日） ブロック選抜対抗戦 雨山② 29(日) 秋季総体 守山③ 29(日) 滋賀リーグ 長浜②

3（金） 前日準備 雨山②、栗東② 5(日) 滋賀リーグ 雨山③
4（土） オウタムチャレンジマッチ 雨山②、栗東②

3(金) 秋季総体　前日準備 野洲④ 12(日) 滋賀リーグ
4(土) 秋季総体 野洲④(メイン1面）

19(日) 滋賀リーグ・全日本クラブ予選 雨山③

26(日) 滋賀リーグ・全日本クラブ予選 雨山③

5（火） 県体打合せ会議 玉川高校 3(日) 滋賀リーグ・全日本クラブ予選 県立③
（　） 高校生審判講習会 10(日) 滋賀リーグ 雨山③

17(日) 滋賀リーグ 雨山③

13(土) 県体・近畿新人大会予選 県立③、守山③、ふれあい①、野洲高①

19(金) 前日準備 中学校４会場 14(日) 県体・近畿新人大会予選 守山③、栗東②、ふれあい①、野洲高①

20(土) 冬季強化練習会 中学校４会場 20(土) 県体・近畿新人大会予選 県立③、守山③
26(金) 前日準備 湖南②、栗東② 21(日) 県体・近畿新人大会予選 県立③
27(土) 冬季強化練習会 湖南②、栗東② 27(土) 県体・近畿新人大会予選 守山③
28(日) 冬季強化練習会 栗東② 28(日) 県体・近畿新人大会予選 守山③ 27(土) Lake Ladies'大会 雨山②

　

4(日) (クラブオープン) (雨山③)
奈良県 11(日) クラブオープン 雨山③

23（金） 顧問会議 瀬田工業
17(土) ミニ･ジュニア交流会 栗東② 18(日) クラブオープン 雨山③
25(日) 近畿ジュニアオールスター 大阪 25(日) クラブオープン 県立③
3（土） 近畿ブロックエンデバー
4（日） 近畿ブロックエンデバー 4(日) クラブオープン 栗東②

24(土) 滋賀招待　準備 県立③、ふれあい① 11(日) クラブオープン 県立③
25(日) 滋賀招待 県立③、ふれあい① 18(日) (クラブオープン) (予備日)

28(水) ジュニアオールスター大会 東京都 26(月) 滋賀招待 県立③、ふれあい①
～30(金) 

草津市民（草津市立市民体育館）、守山（守山市民体育館）、栗東（栗東市民体育館）、野洲（野洲市総合体育館）、湖南（湖南市総合体育館）、雨山（湖南市雨山体育館）

サン（サン・ビレッジ近江八幡）、布引（布引運動公園体育館）、立命（立命館大学BKC体育館）、銀行（滋賀銀行体育館）　○内の数字はコート数
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17(土)・18(日)　近畿高校新人大会
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