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○各地区リーグ戦

○各地区夏季総体シード決

定戦

4/25(土）26（日）

中北部・那覇南部地区春季大会
4/5(日)12(日）19(日）

社会人大会(国体予選会）

※コロナウイルス感染症

により日程変更有

審判総会

※コロナウイルス感染症

の影響により中止

25（土）26（日）

第47回宮古協会設立記念大会

28（火）宮古地区高等学校夏

季体育大会

11(土）八重山協会総会

理事会

事務局長会議

国体予選会(社会人）

19-20ｼｰｽﾞﾝ(ホームゲーム）

4(土）5(日）vs大阪

8(水）vs島根

11(土)12(日)vs名古屋

15(水)vs名古屋

29(水)vs大阪

5 16日（土）第1回理事会

○各地区夏季総体シード決

定戦

○各地区リーグ戦

5/30（土）31（日）

県高校総体

県学生リーグ戦

天皇杯・皇后杯予選

10（日）17（日）24（日）

社会人大会（国体予選会）

0-40・0-50選手権大会

エンジョイ大会

5/9(土）10(日）

第1回D級講習会

※コロナウイルス感染症の

影響により延期↓

29（金）30（土）第58回宮古

地区中学校夏季バスケット

ボール大会

9（土）地区高校新人大会

16（土）17（日）

23（土）24（日）

社会人大会

九州大学春季
理事会/評議委員会

総会

5月上旬プレイオフ

6
20日（土）

第1回常任理事会

○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

６日（土）～７日(日）

6/1（月）～６/2（火）

県高校総体

6/6（土）、7（日）

定通制夏季大会

※九州大会は6月中旬(大分）

調整中

社会人天皇杯・皇后杯予選

会

6/7(土）8(日）

第1回D級講習会

6／27(土)コーチの日

(第1回ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会)

午後予定

20（土）21（日）

第41回宮古ミニバス夏季6年

生大会

21（日）第11回双葉建機杯

第81回職域大会

27（土）28（日）

ミニバスケ夏季大会

九州高校大会(大分県）

 

理事会

事務局長会議

7
18日（土）夏季抽選会

及び第2回理事会

○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日（水）～２４日

(金）

7/4(土）5(日）11（土）

各地区1年生大会

25(土）26(日）29(水）30(木）

中北部地区夏季大会

18日（土）19日（日）

25（土）26（日）

天皇杯・皇后杯沖縄県代表

決定戦

4（土）5（日）第41回宮古ミ

ニバス5年生大会

11（土）12（日）第41回宮古

職域大会

24（土）25（日）社会人大会

4（土）5（日）スポ少ミニ

バスケ

12（日）八重山郡民大会

23日～26日

県中学校大会（石垣開催）

社会人O-40･O-50

九州ブロック予選会

(鹿児島県）（7/4～5）

九州高専大会

理事会

国体最終選考会

天皇杯・皇后杯

県代表決定戦
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1日（土）～4日（火）

第43回夏季大会

4日（火）第3回理事会

※スポ少九州大会

(沖縄県開催）

14(金)～16(日）

豊見城市民体育館

○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

４日(火）～６日(木）

○各地区リーグ戦

○沖縄ポッカ杯第１８回全

沖縄ジュニアバスケット

ボール大会

１３日（木）～１６日(日)

（次年度開催するか検討

中）

○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

（三重県開催）

２０日（木）～２３日(日)

7/31(金）8/１(土)２(日)那覇南部地

区夏季大会

※全国総体は8月11～18日

（石川県）

8/21(金）22(土）23(日）

九州ブロック国体　沖縄県開

催

成年男子　宜野湾市

成年女子　宜野湾市

少年男子　沖縄市

少年女子　中城村

1（土）2（日）宮古中学校1，2年

生大会

9（日）トニーキャンプin宮古島

15（土）16（日）

第47回宮古体育大会

8（土）9（日）

ユーグレナカップ

15（土）16（日）

地区高校新人大会

九州中学校大会(長崎県）

国体九州ブロック予選

(沖縄県）

8/21(金）22(土）23(日）

九州ブロック国体　沖縄県開

催

成年男子　宜野湾市

成年女子　宜野湾市

少年男子　沖縄市

少年女子　中城村

全国高校総体　石川県

第50回全国中学校バスケットボー

ル大会
理事会

事務局長会議

U12夏季大会

スポーツ少年団九州大会

沖縄県開催　日程調整中

8/21(金）22(土）23(日）

九州ブロック国体　沖縄県

開催

成年男子　宜野湾市

成年女子　宜野湾市

少年男子　沖縄市

少年女子　中城村

9
19日（土）

第2回常任理事会
○各地区リーグ戦

9/5（土）６（日）

20（日）21（月）22（火）

高校選手権大会

九州学生リーグ 社会人強化大会27(日）

5（土）6（日）第2回ミニバ

ス3on3大会（4年生以下）

19（土）宮古地区高等学校新

人大会

12日（土）13日（日）

協会設立記念大会

19日（土）20日（日）日報

杯

九州大学リーグ

9/12･13天皇杯・皇后杯

第1次ﾗｳﾝﾄﾞ福岡県

日本経済大学/アクシン福岡

天皇杯/皇后杯

9/12・13　1次R

天皇杯

9/19～21　2次R

理事会

U18ウインターカップ県予

選

　

10
3日（土）

第32回3×3大会

○U15ジュニアウィンター

カップ県予選大会

３日(土）、４日（日）

○各地区リーグ戦

10/31（土）県高校新人大会
九州学生リーグ

社会人強化大会

4(日）11(日）18(日）

17(土)第7回3×3U18日本選

手権西日本エリア大会第4

回沖縄予選大会

及び第6回3×3沖縄予選大

会

10/3(土)4(日）

第2回D級講習会

（石垣）

3（土）4（日）

先島親善大会（宮古開催）
3日（土）4日（日）

先島親善大会＠宮古島市
九州学生リーグ

10/8・9・10・11

第75回国民体育大会

かごしま国体

成年男子 姶良市

成年女子姶良市

少年男子薩摩川内市

少年女子いちき串木野市

理事会

事務局長会議

U15ウインターカップ県予選

B.LEAGUE

2020-21シーズン開幕

11
7日（土）

第3回常任理事会

○各地区リーグ戦

○各地区U14オールスター

交流大会

２８日(土)・２９日(日)

11/1（日）～11/３（火）

県高校新人大会

11/８（土）９（日）

定通制秋季大会

九州学生リーグ

11/22・23

第72回県民体育大会

名護市21世の森体育館

29（日）

社会人選手権大会

11/7(土）・28(土）

29(日）

第1回C級講習会

21（土）22（日）第38回宮

古ミニバス冬季大会

28（土）29（日）社会人大

会

21（土）22（日）

地区ミニバスケ冬季大会
九州学生リーグ

11/21～23広島県福山市

第3回全日本社会人Over40・50

天皇杯

10/31～11/1　 3次R

皇后杯

11/28～29　2次R

理事会

11/21・22県民体育大会

名護21世の森体育館
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12日（土）

抽選会及び第4回理事会

26日（土）～28日（月）

19(土)～20(日)・26(土)

第34回冬季大会

28日（月）第5回理事会

○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

５日(土)～６日(日)

※ウインターカップ東京体育館

12/23(水）~２９(火)
県学生リーグ戦

6（日）13（日）

社会人選手権大会

5（土）6（日）

第2回ミニバス3on3大会

（4年生以下）

19（土）宮古地区高等学校

新人大会

12（土）13（日）

日報杯

12/7～13第72回インカレ

ウインターカップ東京体育館

12/23(水)~28(火）

皇后杯

12/17～20　ファイナルR

天皇杯

12/9 　　4次R

理事会

事務局長会議

U12冬季大会

1 全九州大会（1月：佐賀県）

第１回U15選手権大会

東京武蔵の森 1月4日~11日の

間の4日間

○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

３０日(土)、３１日（日）、

２月６日（土）、７日(日)、

1/9(土）10(日）11(月）

16(土)17(日)

小橋川杯

24（日）31（日）

社会人強化大会 16（土）17（日）第58回宮

古地区中学校冬季大会

30（土）31（日）第47回宮

古ミニバス交歓大会（ヒロ

スポーツ杯）

16（土）17（日）

職域バスケ大会

九州U12大会

(佐賀県）

第3回社会人選手権大会

（大分県別府市）1/30～31

1/4～11の４日間

第１回U15選手権大会

天皇杯

1/13  ファイナル8

理事会

U18小橋川杯大会

U15県中学新人大会
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○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

６日(土)～７日(日)

○九州中学生バスケット

ボール大会

（九州協会主催）長崎大会

２６(金）～２８日（日）

(予定）

2/20(土）21(日）

中北部地区大会KBC杯

7（日）14（日）

社会人強化大会

27（土）28（日）

卒業記念ミニバスケ大

会

九州中学春季選手権大会

(長崎県）

天皇杯/皇后杯

2/3　ファイナル４

理事会

事務局長会議
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6日（土）～7日（日）

第19回オールスターGAME

（八重山地区開催）

13（土）14（日）第51回宮

古少年少女バスケ大会

20（土）21（日）第40回壮

年・第36回ﾚﾃﾞｨｰｽ大会

6（土）7（日）県ミニオール

スター大会（八重山開催）

13（土）14（日）

第11回にぃーけーや杯大会

20（土）21（日）

八重山日報杯

九州高校春季選手権大会

(佐賀県）

第3回全日本社会人選手権大会

第52回全国ミニバスケットボール

天皇杯

3/13　ファイナル

理事会

U12オールスターGAME

(八重山）

　 　

社会人連盟

☆☆☆　2020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）　☆☆☆
2020.4.27現在　


