
競技会名称 期 日 競技会名称 期 日 競技会名称 期 日
24（金）～26（日） 11日（土）：第一高校・12日（日）：第二高校

大分県 18日（土）・19日（日）：東海大星翔高校
レディース交流大会熊本予選　⇒　延期 26(日）嘉島町民体育館
社会人O-40/O-50熊本県予選　⇒　延期 26(日）嘉島町民体育館

全九州大学春季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（1R）　⇒　延期 9（土）～10（日）福岡・熊本・鹿児島 全九州大学春季選手権大会　⇒　延期 15（金）～17（日）大津町総合体育館
全九州大学春季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（2R）　⇒　延期 15（金）～17（日）熊本（大津町総合体育館） 日中成人ｽﾎﾟｰﾂ交流大会　⇒　中止 25（月）～29（金）　中国遠征

第20回全国障害者スポーツ大会 16（土）～17（日）
九州ブロック予選　⇒　中止 いちき串木野市総合体育館

男子70回・女子69回西日本学生選手権大会　⇒　中止 5/31（土）～6/7（土）大阪府
◎社会人女子西日本地域リーグ戦　⇒　前半戦中止 6月～12月 19（金）～21（日） 5月29日（金）・30日（土）・31日（日）・6月1日（月）
（8チームによるリーグ　各チーム×2回戦＝14試合） 全国各地 大分県大分市 菊池市総合体育館他

第48回県優勝大会　⇒　中止 6（土）・13（土）・14（日）ｳｨﾝｸﾞ松橋他

定時制・通信制高校総体　⇒　中止 未定
社会人ﾘｰｸﾞ戦　⇒　延期 6/14(日）～3/初（熊本県下）

全日本学生選抜バスケットボール大会 開催無し 第3回社会人O-40/O-50 4（土）～5（日） 4（土）・5（日）・18（土）
令和2年度全国高等学校定時制通信制体育大会 調整中 選手権大会九州ブロック予選　⇒　中止 鹿児島県 大津町総合体育館

第30回バスケットボール大会 調整中 23（木）～24（金） 11（土）～12（日）
長崎県佐世保市 熊本市立総合体育館

熊日学童オリンピック　⇒　中止 18（土）・19（土）・25（土）・26（日）大矢野総合体育館他
県中体連総合体育大会　⇒　中止 18（土）～19（日）ｳｨﾝｸﾞ松橋他

火の山旗争奪大会 ⇒　中止 7/31（金）・8/1（土）・8/2（日）阿蘇市立体育館他
25（土）・26（日）

東海星翔高校体育館他
令和2年度全国高等学校総合体育大会 12（水）～18（火） 3（月）～5（水） 1（土）・2（日）

バスケットボール競技大会（インターハイ）　中止 石川県 長崎県長崎市 東海星翔高校体育館他
B.LEAGUE　U15　CHALLENGE　CAP　2020 調整中 21（金）～23（日） キッズサマーフェスティバル　⇒　延期 8（土）～9（日）阿蘇市立体育館他

令和2年度全国専門学校総合体育大会 調整中 沖縄県 「火の国争奪杯」九州車椅子 22（土）～23（日）
第25回全国専門学校バスケットボール選手権大会 調整中 バスケットボール大会　⇒　中止 熊本市立総合体育館
第50全国中学校バスケットボール大会　⇒　中止 21（金）～24（月）三重県 29（土）～30（日）

大津町総合体育館
第1回3×3キャラバン 未定

第55回全国高等専門学校体育大会 5（土）～6（日）兵庫県神戸市 第31回九州車椅子ツイン 5（土）～6（日） 19（土）～20（日）
B.LEAGUEｱｰﾘｰｶｯﾌﾟ 調整中 バスケットボール選手権大会　⇒　中止 太宰府とびうめアリーナ 荒尾市（荒尾海陽中学校他）

B.LEAGUE（B2・B3）レギュラーシーズン 調整中 9/5（土）～11/15（日）
日本スポーツマスターズ2020 愛媛県 九州各地

第96回天皇杯・第87回皇后杯全日本選手権大会（1次R） 12（土）～13（日）福岡県
第96回天皇杯全日本選手権大会（2次R） 19（土）～21（月）

B.LEAGUE（B1）レギュラーシーズン 4（金）～全国各地 第20回九州オープン車椅子 未定 3（土）・10（土）・11（日）
第22回Wリーグ（WJBL） 5（土）～全国各地 バスケットボール大会 未定 会場未定

8（木）～12（月） 県下高校選手権 25日（土）・31日（土）・11月1日（日）・7日（土）・8日（日）
鹿児島県各地 （ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ県予選） 玉名市総合桃田体育館他

第20回全国障害者スポーツ大会 24（土）～25（日）鹿児島県 全九州大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦 24日（土）～25（日）大津町総合体育館・東海大学体育館
第96回天皇杯全日本選手権大会（3次R） 31（土）～11/1（日） 31（土）～11/1（日）

第3回日本社会人ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流大会（中地区） 31（土）～11/1（日）愛知県 宇土市民体育館・雁回館
第3回日本社会人ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流大会（西地区） 31（土）～11/1（日）熊本県
第3回日本社会人ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流大会（東地区） 調整中 第34回日本車椅子ツインバスケット 未定 14（土）～15（日）

第3回全日本社会人0-40/0-50 21（土）～23（月） 選手権大会　九州地区予選 福岡県 大津町総合体育館
バスケットボール選手権大会 広島県福山市 U14地区対抗大会 21（土）～23（月）大津町総合体育館

第87回皇后杯全日本選手権大会（2次R） 28（土）～29（日） 第12回親子大会 22（日）～23（月）　
※3×3（キッズ）も開催予定 大矢野総合・松島総合ｾﾝﾀｰ（ｱﾛﾏ）

21日（土）～22（日）
ｳｲﾝｸﾞ松橋・御船町S/C他

28日（土）～29日（日）
東海大星翔高校他

日中成人ｽﾎﾟｰﾂ交流大会　⇒　中止 27（金）～12/1（火）熊本県立総合体育館（熊本受入）
第72回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ） 7（月）～13（日）東京都内 第49回日本車椅子バスケットボール 未定 第2回3×3 キャラバン 未定

第96回天皇杯全日本選手権大会（4次R） 9（木） 選手権大会　九州地区予選 佐賀県 12（土）～13（日）
第6回3×3日本選手権大会 調整中 12（土）～13（日） 雁回館

第87回皇后杯全日本選手権大会（FR） 17（木）～20（日） 雁回館
ウインターカップ2020 23（水）～29（火）

第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会 東京都
第18回全国専門学校バスケットボール選抜大会 調整中

第2回U15全国バスケットボール選手権大会 4（月）～11（月） 第41回 9（土）～11（月） 23日（土）・24日（日）・30日（土）・31日
調整中 全九州U12バスケットボール大会 佐賀県 益城町総合体育館他
調整中 第3回全日本社会人選手権大会 30（土）～31（日） 9（土）・10（日）・16（土）・17（日）・23（土）・30（土）・31（日）

第96回天皇杯全日本選手権大会（FR8） 13（木） 九州ブロック予選 大分県別府市 熊本県立総合体育館他
天皇杯４８回日本車いすバスケットボール選手権大会 29（金）～31（日）武蔵野の森総合S/P

第96回天皇杯全日本選手権大会（FR4） 3（木） Ｕ18九州ブロックエンデバー 火の国旗（ミニ） 6日（土）～7（日）天草地区
第3回全日本社会人バスケットボール 20（土）～22（月） 26（金）～28（日）

地域リーグチャンピオンシップ 静岡県浜松市 長崎県長崎市
第96回天皇杯全日本選手権大会（GF） 13（日） 12（金）～14（日） ハヤシカップ 6（土）・7（日）熊本県下【仮】

第3回全日本社会人バスケットボール選手権大会 6（金）～8（日）栃木県宇都宮市 佐賀県佐賀市 ハヤシさくらカップ 6（土）・7（日）熊本県下【仮】
第52回全国ミニバスケットボール大会 調整中 20（土）～21（日） 第18回熊本県キッズ大会 3月中旬　宇城市周辺

大津町総合体育館 U15全九州交歓大会 20（土）～21（日）大津町総合体育館

3
全九州高校春季選手権大会

U15全九州交歓大会

1

2 全九州中学校春季選手権大会

B.LEAGUE　U15　CHAMPIONSHIP　2021

10

11

社会人選手権大会熊本県予選

12

U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会県予選

第3回日本社会人ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞｽｹｯﾄ
交流大会（西地区）

第1回全九州ｴﾝｼﾞｮｲ交歓大会
第1回全九州ｴﾝｼﾞｮｲ交歓大会

第74回国民体育大会 バスケットボール競技　⇒　延期？

9

5

6

全九州高校選手権大会　⇒　中止 熊本県高校総体　⇒　中止

第2回3×3フェスティバル　⇒　中止
第7回3×3日本選手権大会予選　⇒

8

全九州中学校選手権大会　⇒　中止 熊本県高校総体代替大会

国体九州ブロック大会　⇒　中止

7
全九州高等専門学校大会

【天皇杯・皇后杯】　⇒　中止（推薦）

社会人女子西日本地域リーグ　⇒　中止

第75回 県民体育祭　⇒　中止

全九州大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦

未定
未定

2020年度　（一社）熊本県バスケットボール競技日程【案】

月
日本協会 九州協会 熊本県協会

南九州高校県予選　⇒　中止

4
南九州四県対抗大会 ⇒　中止

第56回 県中学選手権大会

県下高校一年生大会

U14地区対抗大会

熊本県高校総体代替大会

県ミニ大会

県下高校新人戦


