2021年度 （一社）熊本県バスケットボール協会競技日程【案】
月

日本協会
競技会名称

九州協会
期日

4

競技会名称

期日

南九州四県対抗大会

24（金）～26（日）
鹿児島県

第20回全国障害者スポーツ大会九州ブロック予選
社会人女子西日本地域リーグ戦

6月～12月
全国各地

6

全九州大学春季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（1R）
全九州大学春季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
全九州高校選手権大会（中止）

全日本学生選抜バスケットボール大会
東京オリンピック3×3バスケットボール競技
【男子】全国高等学校総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技大会（ｲﾝﾀｰﾊｲ）

東京オリンピックバスケットボール競技
【女子】全国高等学校総合体育大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技大会（ｲﾝﾀｰﾊｲ）

8

9

10

11

12

1
2
3

競技会名称

調整中
24（土）～28（水）
東京都江東区
25（日）～30（金）新潟県長岡市
25（日）～8/8（日）
埼玉県さいたま市
10（火）～15（日）新潟県新潟市

18（水）～21（土）群馬県（高崎市・前橋市）
第51全国中学校バスケットボール大会
全国高等学校定時制通信制体育大会第31回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
19（木）～25（水）東京都
第26回全国専門学校バスケットボール選手権大会
調整中
B.LEAGUE U15 CHALLENGE CAP 2020
調整中
第56回全国高等専門学校体育大会
4（土）～5（日）宮城県白石市
B.LEAGUEｱｰﾘｰｶｯﾌﾟ
調整中
B3ﾘｰｸﾞ2021-22ｼｰｽﾞﾝ
調整中 全国各地
第97回天皇杯・第88回皇后杯全日本選手権大会（1次R）
11（土）～12（日）未定
日本スポーツマスターズ2021バスケットボール競技
18（土）～21（火）岡山県
第97回天皇杯全日本選手権大会（2次R）
18（土）～23（木）未定
26（日）～30（木）
第76回国民体育大会 バスケットボール競技
三重県津市

B.LEAGUE（B1・B2）レギュラーシーズン
第22回Wリーグ（WJBL）
第1回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ40
第1回日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ50
第1回日本社会人男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ50
第1回日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ60
第97回天皇杯全日本選手権大会（3次R）
第4回全日本社会人0-40ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第4回全日本社会人0-50ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
第88回皇后杯全日本選手権大会（2次R）
全国消防ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（中止）

第97回天皇杯全日本選手権大会（4次R）
第73回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）
第88回皇后杯全日本選手権大会（FR）
ウインターカップ2021
第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会
第19回全国専門学校バスケットボール選抜大会
第97回天皇杯全日本選手権大会（QF）
ジュニアウインターカップ2021
第2回全国U15バスケットボール選手権大会
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2021
天皇杯49回日本車いすバスケットボール選手権大会
第97回天皇杯全日本選手権大会（SF）
第4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

3×3日本選手権大会
3×3U18日本選手権大会
第4回全日本社会人バスケットボール選手権大会
第97回天皇杯全日本選手権大会（FR）
第53回全国ミニバスケットボール大会

調整中 全国各地
調整中 全国各地
調整中 東京都
23（土）～24（日）石川県
9（土）～10（日）高知県
16（土）～17（日）徳島県徳島市
30（土）～11/1（月）未定
27（土）～29（月）三重県伊勢市
27（土）～29（月）三重県伊勢市
27（土）～28（日）未定
19（金）～21（日）
熊本県立総合体育館

1（水）未定
東京都
16（木）～19（日）未定
調整中
東京都
調整中
5（水）未定
調整中
東京都
調整中
調整中
9（水）未定
11（土）～13（月）北海道札幌市
22（土）～23（日）東京都大田区
調整中
5（土）～7（月）
栃木県宇都宮市
12（日）未定
東京都渋谷区

全九州高等専門学校大会
第3回社会人O-40/O-50
選手権大会九州ブロック予選

全九州中学校選手権大会
国体九州ブロック大会
第31回九州車椅子ツイン
バスケットボール選手権大会
全九州大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦（１部）
全九州大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦（２部）
全九州大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦（３部）
第20回九州オープン車椅子
バスケットボール大会

未定
未定
5（土）～6（日）
阿久根市総合体育館・鹿屋体育大学
11（金）～13（日）
鹿屋体育大学
18（金）～20（日）
熊本県（合志市ﾋﾞｨｰﾌﾞﾙ・益城町総合）
9（金）～11（日）
長崎県佐世保市
24（土）～25（日）
福岡県大牟田市

4（水）～6（金）
鹿児島県（川内）
27（金）～29（日）
福岡県福岡市
未定
太宰府とびうめアリーナ
9/18（土）～10/31（日）
九州各地
9/10（金）～10/10（日）
九州各地
9/18（土）～10/18（日）
九州各地
未定
未定

第49回県優勝大会
3×3日本選手権大会予選（延期）
定時制・通信制高校総体
天皇杯・皇后杯全日本選手権大会
熊本県予選（中止）
県中体連総合体育大会
熊日学童ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会
火の山旗争奪大会

3（土）大津町総合体育館／4（日）NOK熊本体育館
10（土）～11（日）大津町総合体育館
17（土）～18（日）熊本市総合体育館他
25（土）～26（土）・31（土）～8/1（日）大矢野総合体育館他
7/31（金）～8/2（日）阿蘇市立体育館他

西日本医療系女子学生夏季大会（中止）
「火の国争奪杯」九州車椅子
バスケットボール大会

9（月）～11（水）熊本市総合体育館他
未定
未定

南九州高校県予選

熊本県高校総体
熊本県高校総体

高校一年生大会
社会人ﾘｰｸﾞ戦
第78回 県民体育祭
キッズサマーフェスティバル
第1回3×3キャラバン
U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会県予選
U14ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ地区ﾘｰｸﾞ戦
高校選手権
（ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ県予選）
社会人女子西日本地域リーグ

第34回日本車椅子ツインバスケット
選手権大会 九州地区予選
全九州大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦（入替戦）
全九州大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦（ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ）

第49回日本車椅子バスケットボール
選手権大会 九州地区予選

未定
福岡県
11/6（土）～11/7（日）
未定
11/13（土）
未定

未定
未定

期日
10日（土）：熊本農業・11日（日）：第二高校
17（土）～18（日）：山鹿ｶﾙﾁｬ-ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
29(木）南部総合S/C
29(木）南部総合S/C
28（金）～30（日）
熊本県下高校体育館
5（土）大津高校
6（日）東海大星翔高校
5（土）・12（土）～13（日）益城町総合体育館他
未定
6（日）熊本工業高校体育館

社会人女子O-40県予選（延期）
社会人男子O-40・50県予選（延期）

5

7

熊本県協会

社会人選手権大会熊本県予選
全国消防ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（中止）

U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流戦
親子・3×3（キッズ）大会
熊本県U12ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
U18熊本県バスケットボールﾘｰｸﾞ戦
日中成人ｽﾎﾟｰﾂ交流大会（中止）
第2回3×3 キャラバン
社会人女子西日本地域リーグ
日中成人ｽﾎﾟｰﾂ交流大会（中止）

4（土）～5（日）
熊本県下高校体育館【仮】
9/5～2月末（熊本県下）
11（土）～12（日）
秀岳館Nakagawaふれ愛ｱﾘｰﾅ他（八代郡市）
11（土）～12（日）阿蘇市立体育館他
未定
18（土）～20（月）・25（土）～26（日）
小国ﾄﾞｰﾑ他
9（土）～11（月）
大津町総合体育館
10（日）・16（土）～17（日）・23（土）～24（日）
益城町総合体育館他【仮】
30（土）～31（日）
熊本県立総合体育館
6（土）～7（日）大津町総合体育館
27（土）～28（日）ＮＯＫ熊本体育館
19（金）～21（日）熊本市立総合体育館
20（土）～21（日）大津町総合体育館
20（土）～21（日） 未定
23（火）・27日（土）～28（日）
ｳｲﾝｸﾞ松橋・御船町S/C他
11月～３月【会場未定】
26（金）～30（火）熊本県立総合体育館（熊本受入）
未定
18（土）～19（日）
熊本市立総合体育館
未定 中国遠征

第42回
全九州U12バスケットボール大会
第4回全日本社会人選手権大会
九州ブロック予選

8（土）～10（月）
宮崎県
28（金）～30（日）
沖縄県

Ｕ18九州ブロックエンデバー

調整中
25（金）～27（日）
熊本県（益城町総合・大津町総合）

火の国旗（ミニ）

5（土）～6（日）天草地区

未定
大分県
26（土）～27（日）
大津町総合体育館

ハヤシカップ
ハヤシさくらカップ
第19回熊本県キッズ大会
第20回U15全九州交歓大会

5（土）～6（日）熊本県下高校体育館【仮】
5（土）～6（日）熊本県下高校体育館【仮】
3月中旬 宇城市周辺
26（土）～27（日）大津町総合体育館

全九州中学校春季選手権大会

全九州高校春季選手権大会
U15全九州交歓大会

第57回 県中学選手権大会
県下高校新人戦

8（土）～9（日）・15（土）～16（日）・22（土）～23（日）・29（土）～30（日）

熊本県立総合体育館他
9（日）・15（土）～16（日）・22（土）～23（日）
玉名市総合桃田体育館他【仮】

