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4
登録手続き開始

(4月中に完了）

○各地区リーグ戦 4/11・18・25

県成年国体予選会

（国体候補選考会）

審判総会

理事会
○各地区夏季総体シード決定

戦

･各地区大会

  4月下旬
4/10(土)

 八重山バスケ協会総会
沖縄アリーナ使用開始

KINGSホームゲーム

4/17・18vs大阪

4/21vs名古屋

4/24・25vs京都
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○各地区リーグ戦

５月～6月

天皇杯・皇后杯予選会

（第二次国体候補予選会）

O-40・O-50・O-60県大会

第1回D級コーチ養成

講習会5/８-9 理事会/総会 全九州大学春季選手権大会
○各地区夏季総体シード決定

戦

･高校総体

5/29～6/1

5/8(土)～9(日)

 地区高校新人大会

5/15(土)～16(日)

 第74回社会人大会
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6 ６/27国体選考会 ６/27国体選考会

県学生リーグ戦

６/27国体選考会

県リーグ戦

６/27国体選考会

第1回リフレッシュ研

修会(コーチ日)

6/26(午後開催)
理事会

(高体連）全九州高校競技

大会【熊本県】

○各地区中学校体育連盟夏季

総合体育大会バスケットボー

ル競技大会

５日（土）～１３日(日）

6/20(日)

 第12回双葉建機杯

 第82回職域大会

6/26(土)~27(日)

 地区ミニバスケ夏季大会
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第44回夏季県大会

7/31(土)～8/3(火）

7/17・18

天皇杯・皇后杯

県代表決定戦

7/17・18

天皇杯・皇后杯

県代表決定戦

県リーグ戦

7/17・18

天皇杯・皇后杯

県代表決定戦

第2回D級コーチ養成

講習会7/10-11

理事会
第4回全日本社会人0-40/0-

50選手権大会九州ブロック

予選

7/24(土)～28（水）

東京オリンピック3×3競技

7/25(日)～30(金)

男子インターハイ 新潟県⾧岡市

7/25(日)～8/8(月）東京オリンピッ

クバスケットボール競技

○沖縄県中学校体育連盟夏季

総合体育大会バスケットボー

ル競技大会

２１日（水）～２４日（土）

･各地区1年生大会

 7月初旬

7/3(土)~4(日)

 スポ少ミニバスケ大会

7/11(日)

 八重山郡民バスケ大会 7
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第40回スポ少九州ブロック

ミニバスケットボール交流

大会

 ※日程調整中(佐賀県開催)

第42回全関西ミニバスケッ

トボール交歓大会

※日程調整中(広島県開催)

○各地区リーグ戦

県リーグ戦

8/27～29

国体九州ブロック予選会

（福岡県）

 

理事会

国体九州ブロック大会

(中体連）全九州中学

校大会【鹿児島県】

8/27～29

国体九州ブロック大会

【福岡県】

8/10(火)～15(日)

女子インターハイ 新潟県新潟市

8/18(水)～21(土)

第51回全国中学校バスケットボール

大会 群馬県

8/19(木)～25(水）

全国高校定時制通信制体育大会 未

定

未定

第26回全国専門学校バスケットボー

ル選手権大会 未定

○九州中学校体育連盟夏季総合体

育大会バスケットボール競技大会

（鹿児島県開催）

８日(日）～１０日(火）

○各地区リーグ戦

○全国中学校体育連盟夏季総合体

育大会バスケットボール競技大会

（群馬県開催）

１９日（木）～２２日(日)

･各地区新人大会

 8月に実施予定

 ※詳しい日程は調整中

8/7(土)～8(日)

 第9回ユーグレナカップ

8/14(土)～15(日)

 地区高校新人大会
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9 ○各地区リーグ戦

･高校選手権

９／４（土）５（日）

  11（土）12（日）

予備日：25（土）26（日）

第28回九州学生リーグ戦

9/26～30

第76回三重国体

理事会

三重国体

9月～

全九州大学リーグ戦

【九州各地】

9/4(土)・5(日)

第56回全国高等専門学校体育大会

宮城県白石市

9/11(土)・12(日）

第97回天皇杯/第88回皇后杯1次R

未定

9/18(土）～21(火）

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2021 岡山県

9/18(土)～23(木)

第97回天皇杯2次R 未定

9/26(日)～30(木）

第76回三重国体

9/11(土)～12(日)

 八重山協会設立記念大会
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第32回3×３ミニバスケッ

ト大会 10/2(土）

○U15ジュニアウィンター

カップ県予選大会

３日（日）、９日(土）、

１０日（日）

○各地区リーグ戦

第28回九州学生リーグ戦

2部・3部男女リーグ

10/9～10（沖縄開催）

社会人シード権大会

O-40・O-50・O-60県大会

10/3・10・17･24

第3回D級コーチ養成

講習会＠石垣島9/25-

26 理事会

未定

第1回社会人0-40・0-50・-60ﾌﾚﾝ

ﾄﾞﾘｰ大会 東京・四国・石川

10/30(土）～11/(日)

第97回天皇杯3次R 未定

・県高校新人大会

 10/30（土）31（日）

 11/１（月）２（火）

10/9(土)～10(日)

 先支親善大会＠宮古島市

B.LEAGUE

2021-22シーズン開幕
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○各地区リーグ戦

○各地区U14セレクション

交流大会
２７日（土）、２８日（日）

11/20・21

県民体育大会
(名護市21世紀の森体育館）

11/20・21

県民体育大会
(名護市21世紀の森体育館）

C級コーチ養成講習会

11/13(1日目)
           理事会
県民体育大会（北部地区）

未定

第4回全日本社会人0-40/0-50

選手権大会 三重

11/27(土）～28(日)

第88回皇后杯2次R

11/20(土)～21(日)

 地区ミニバスケ冬季大会

11/27(土)～28(日)

 ジュニアオールスター大会 11

12 第35回冬季県大会
12/25(土）26日(日）27日(月）

県学生リーグ戦
11/28

12/5・12・19

社会人選手権大会県予選会

C級コーチ養成講習会

12/11-12(2-3日目)

理事会

1(水）

第97回天皇杯4次R

中旬

第73回全日本大学選手権大会 東京

都

12/16(木)～19(日）

第88回皇后杯FR

未定

ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ2021東京都

○各地区中学校体育連盟新人

大会バスケットボール競技大

会

４日(土)～１８日（日）

12/11(土)～12(日)

 第9回日報杯

 第46回総合選手権大会

 地区中体連新人大会

12/18(土)～19(日)

 地区中体連新人大会
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第41回全九州大会

8(土）～9(日）

宮崎県開催

○U15ジュニアウィンター

カップ

○各地区リーグ戦

○Ｕ13･14選手権大会兼沖縄

県中学校新人バスケットボー

ル大会

２９日(土)、３０日（日）、

２月５日（土）、６日(日)、

・小橋川杯

 １/８（土）９（日）

  10（月祝）

  15（土）16（日）

1/29・30

九州社会人選手権大会

【沖縄県開催】

那覇市民体育館 理事会

1/9・10

U12全九州バスケット

ボール大会【宮崎県】

1/29・30

社会人選手権九州ブロッ

ク大会【沖縄県】

1/5(水)第97回天皇杯QF

未定

ジュニアウインターカップ

U15 東京都

1/16(日)

 第13回双葉建機杯

 第83回職域大会
B.LEAGUE

オールスターGame
1
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○各地区リーグ戦

○Ｕ13･14選手権大会兼沖縄

県中学校新人バスケットボー

ル大会

２月５日（土）、６日(日)、

○九州中学生バスケットボー

ル大会

（九州協会主催）熊本県大会

２５(金）～２７日（日）(予

定）

県リーグ戦

理事会
全九州中学生春季選手

権大会【熊本県】

2/9(水)第97回天皇杯SF

未定

第4回社会人地域リーグﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ

ｼｯﾌﾟ北海道

2/22(土)～23(日)

第6回３×3日本選手権大会 東

京都大田区

2/26(土)～27(日)
 卒業記念ミニバスケ大会
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第20回県ミニオールスター

GAME 5(土)～6(日）

宮古地区開催

第53回全国大会

28(月）～30(水)

※全九州高校春季選手権大会

（大分県）
理事会

全九州高校春季選手権

大会【大分県】

未定

第4回全日本社会人選手権大会 熊

本県

3/12(土)

第97回天皇杯FR 未定

未定

第53回全国ミニ大会 東京都渋谷区

3/12(土)～13(日)

 第11回にぃーけーやー杯
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    第2･3回リフレッシュ研修会…日時・場所調整中  

社会人連盟

2021.5.7 更新

協 力 団 体

☆☆☆ 2021年度(令和3年度） 一般財団法人沖縄県バスケットボール協会 年間スケジュール予定表（案） ☆☆☆

※確定版ではありません！あくまでも予定表です！ 新型コロナウイルス感染症等による体育施設の使用不可及び天候(台風など）の、社会情勢により競技日程の変更・中止もあり得ますので、ご了承下さい。


