
U-12 U-15 U-18 U-12～U-18 B.LEAGUE/WJBL 沖縄県協会

月 ミニ連盟 中体連 高体連 アンダーカテゴリー 大学/専門学校 社会人 3X3 琉球ゴールデンキングス 審判 指導者 九州協会 JBA 沖縄県協会

4

○各地区リーグ戦

○各地区夏季総体シード決

定戦

・那覇南部地区、中北部地区

春季大会

27（土）～28（日）
社会人大会

4/７・14・21･28

社会人大会

4/７・14・21･28

3x3普及キャラバン

4月から来年3月まで実施

キングスvs京都　4/6･7

キングスvs名古屋　4/10

キングスvs滋賀　4/20・21

QUARTERFAINAL

4/25～29

○第1回B・C・D級更新講習会 13

（土）14（日）

　 　

5

○各地区夏季総体シード決

定戦

○各地区リーグ戦

　

社会人天皇杯･皇后杯予選

5/12・19・26

社会人天皇杯･皇后杯予選

5/12・19・26

第1回社会人O-40・O-50ﾚ

ﾃﾞｨｰｽ大会

5/11・12･18・19・25・26

SEMIFAINAL５/3～７

2018-19FAINAL　5/11
D級コーチ養成講習会

C級コーチ養成講習会

5/11～12・5/17～19

九州大学春季選手権

理事会/評議委員会

総会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

6 各地区大会

○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

１（土）～９(日）

沖縄県高等学校総合体育大会

1（土）～４（火）

沖縄県高等学校定時制通信制夏季体

育大会競技８(土)～９(日)

第72回全九州高等学校バスケット

ボール競技大会21(金)～23(日)

県学生リーグ戦

6/8・9・15・16

天皇杯・皇后杯県予選

6/29~30

天皇杯・皇后杯県予選

6/29~30

○第1回ミニ・中学C・D級審査会

○第1回B・C・D級強化講習会

○第1回TO講習会29（土）30

（日）
6/30コーチの日

6/21~23九州高校沖縄開催
【高体連主催】全九州高校大会

6/21(金）～23日(日） 第4回3×3日本選手権大会

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

7
第42回夏季県大会

27日（土）～30日（火）

○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

２２（月）～２４(水）

・那覇南部地区、中北部地区

１年生大会

6(土),13(土),14(日)

九州社会人O-40・O-50

選手権大会九州ブロック

予選会7/5～7

○第1回社会人C・D級審査会

○第2回B・C・D級更新講習会 6

（土）7（日）

○第1回３PO講習会 13（土）14

（日）

7/13（土）14（日）

D級養成講習会

7/5~7

九州社会人0-40・0-50選

手権大会九州ブロック予

選

九州社会人0-40・0-50選手権大会九州ブ

ロック予選7/5～7

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

8
第39回スポーツ少年団九州

大会　9（金）～11（日）

（大分県）

○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

（沖縄開催）

那覇市民・豊見城市体育館

４(日）～６日(火）

○各地区リーグ戦

○沖縄ポッカ杯第１７回全沖縄

ジュニアバスケットボール大会

10・11・12・18

○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

（和歌山県開催）

22（木）～２5(日)

・那覇南部地区、中北部地区

夏季新人大会

10(土)～12(月)

九州ブロック国体8/16～18

九州ブロック国体8/16～18

社会人強化大会

九州ブロック国体8/16～18

社会人強化大会

サマーチャレンジ

3x3クリニック in那覇市民

体育館

○第1回高校C・D級審査会10

（土）～12（日）

○宮古地区B・C・D級更新講習会

○八重山地区B・C・D級更新講習

会

九州ブロック国体

8/16～18佐賀県

インターハイ（鹿児島県）7/27～8/2

全国高等学校定時制通信制大会　調整中

全国専門学校大会8/20～23宮城県仙台市

全国中学校大会8/22～25和歌山市

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

9 ○各地区リーグ戦

第62回全沖縄高等学校バスケット

ボール選手権大会

7(土),8(日),14(土),15(日)

社会人強化大会

9/1・8･15・22・29

社会人強化大会

9/1・8･15・22・29

第6回3x3 U18沖縄予選

 in那覇市民体育館

EARLYCUP2019

9/14～16　関西
第　回全九州大学リーグ9/7～11/10　九

州各地

ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ　9月　岐阜県

天皇杯・皇后杯1次ラウンド

（四国）9/21～23

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

WJBL準備委員会

10
第31回3×３大会

10/5（土）

○各地区リーグ戦

茨城国体10/4～8 茨城国体10/4～8

社会人強化大会

10/6・13・20・27

茨城国体10/4～8

社会人強化大会

10/6・13・20・27
B.LEAGUE

2019/2020開幕
10/5(土）C級養成講習会

茨城国体10/4～8

B.LEAGUE開幕

社会人ﾚﾃﾞｨｰｽ交流大会西地域

10/26~27　山口県防府市

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

WJBL準備委員会

11 各地区大会

○各地区リーグ戦

○各地区オールスター交流

大会（期日調整中）

沖縄県高等学校新人体育大会

２（土）～5日（火）

沖縄県高等学校定時制通信制

秋季体育大会9(土)10(日)

県民体育大会　11/16~17

（中部地区）

県学生リーグ戦

11/23・24・30・12/1

県民体育大会　11/16~17

0-40・0-50・ｴﾝｼﾞｮｲ・ﾚﾃﾞｨｰｽ

第2回社会人選手権県予選大会

11/23・24・30・12/1・７・8

　

○第1回B級強化講習会2～5

○第2回高校C･D級審査会2～3

○第2回B級強化講習会16～17

○第２回３PO講習会 16～17

○第2回ミニ・中学・社会人C・D級審

査会

○第2回B・C・D級強化講習会

11/30(土）C級講習会
第2回全日本社会人0-40/0-50　11/23

～25　宮城県仙台市

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

WJBL準備委員会

12
第34回　冬季県大会

21日（土）～23日（月）

○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

７(土)～１５（日）

○U15ジュニアウィンター

カップ（仮称）県予選大会

県学生リーグ戦

全国専門学校選抜大会

12/13~15沖縄県開催

第2回社会人選手権県予選

大会　11/23・24・30・

12/1・７・8

・第5回U18全日本選手権

・ウィンターチャレンジ

3x3クリニックin那覇市民体育館

　

○第3回B級強化講習会13（金）14

（土）15（日）

○第2回TO講習会13（金）14

（土）15（日）

○B級審査会 12/1(日）C級講習会

12/14～15

WJBL沖縄開催

デンソーvsトヨタ自動車

インカレ　12/9～15　東京都調整中

ウインターカップ　12/23～29

全国専門学校選抜大会　12/13~15

沖縄県　豊見城市

3×3　U-18大会

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

WJBL準備委員会

1
第40回全九州（福岡）

1/18(土）~19（日）

○各地区リーグ戦

沖縄県中学校新人バスケッ

トボール大会

２５(土)～２６(日)、

第38回小橋川寛杯争奪高校生バス

ケットボール選手権大会

11(土),12(日),18(土),19(日)

社会人連盟大会

1/26・2/2・2/16

社会人連盟大会

1/26・2/2・2/16

　 　
第　回全九州ミニ大会

　
協会新年会

理事会/評議員会

2 各地区さよなら大会

○各地区リーグ戦

沖縄県中学校新人バスケットボー

ル大会

１(土)～２(日)

○九州中学生バスケットボール大

会（沖縄開催）

（九州協会主催）

２８(金）～３月１日（日）

社会人連盟大会

1/26・2/2・2/16

社会人連盟大会

1/26・2/2・2/16 第5回OPEN沖縄予選 　

○第3回ミニ・中学・社会人C・D

級審査会

○第3回B・C・D級強化講習会 2/28～3/1全九州中学校春

季大会

九州協会主催（沖縄開催）

県立武道館・西原町民体育館

第2回全日本社会人選手権

九州ブロック予選2/8～9佐賀県

第39回全九州中学校春季（沖縄開催）

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

3

第18回　沖縄県

ミニバスケット・オールスターＧ

ＡＭＥ　（島尻地区）

７日（土）～8日（日）

第51回全国大会

代々木3/27(金）~30（月）

○U15ジュニアウィンター

カップ（仮称）

・中北部地区KBC杯

22(土)～23(日)

　 　 3X3普及大会 　  
3/13～15鹿児島県

第39回全九州高校春季選手権大会

第2回全日本社会人大会愛知県3/20～22

U-15プレ大会　調整中

全国ミニ大会　3/28～30

全国専門学校大会　調整中

３×３日本選手権　調整中

３×３U-18日本選手権　調整中

U15全国選手権（仮称）プレ大会

理事会

事務局長会議

強化・ﾕｰｽ育成委員会

　

※確定版ではありません。ご了承下さい。各大会の詳細は、各カテゴリーへご確認下さい。

☆☆☆　2019年　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）　☆☆☆

社会人連盟

2019.3.18現在（※最終版ではありません随時変更有）

下線：社会人連盟大会はリーグ戦も検討


