
富山県バスケットボール協会(平成26年度計画) ※あくまでも予定で変更もあります

2014.2.26現在

月　日 月　日 開催県 市 会場予定

5/3～5 福井県 福井市 県営、市体、県立大、道守高

5/17.18 長野県 松本市 市営

4/26.27.29 6/21.22 福井県 敦賀市 総合運動、市体

5/24・・予定 6/下旬 長野県 － －

6/21.22 石川県 金沢市 北電石川

7/5.6 富山県 富山市 (要確認)

8/6.7 新潟県 新潟市 東総合、豊栄総合

5/5.11 8/9.10 富山県 富山市 県総合体育

6/7.8 8/23.24 長野県 長野市

6/28.29 8/23.24 石川県 金沢市 市総合

7/19.20 10/9～12 富山県 富山市 県総合体育

7/20 10/18.19 富山県 富山市 県総合体育

7/27 11/1.2 石川県 金沢市 北電石川

7/26.27 10/25.26 新潟県 新潟市 亀田総合

12/20.21 福井県 福井市・大野市 市体育、大野ｴｷｻｲﾄ

1/24.25 新潟県 新潟市 市体育、鳥屋野総合

2/7.8(未定) 新潟県 柏崎市 市総合体育

2/14.15 富山県 朝日町 サンリーナ

3/21.22 石川県 金沢市 北電石川

月　日 開催県 市等 会場予定

11/15 5/17.18 東京都 渋谷区 東京体育館 日バ共催

11/16 6/7.8 愛知県 小牧市 市スポーツ公園 日バ共催

7/25～27 新潟県 佐渡市 両津総体他

8/上旬 福岡県 日バ共催

11/22 未定 未定 日バ共催

11/29 未定 未定 日バ共催

8/2～7 千葉県 船橋市・八千代市 市総合、市民

8/11～14 和歌山県 和歌山市・海南市

8/19～22 東京都 大田区 区総合他

8/19～22 宮城県 仙台市

8/22～25 香川県 高松市・丸亀市・善通寺市 市総合他

8/下旬 高知県

9/20～24 埼玉県 深谷市・本庄市 市総合、総合公園

10/4(未定)～ ※

2/7 10/10～5/31

3/14.15 10/18～22 長崎県 長崎市・大村市 県立総合他

10/18～3/15

10/31～4/9

11/2.3 山形県 酒田市

11/22～23 茨城県 ひたちなか市・東海村

11/24～30 東京都 渋谷区 代々木第2他

12/23～29 東京都 渋谷区 東京体育館

1/上旬～ 東京都 渋谷区他 代々木第1他

1/24～27 北海道 札幌市

3/21～23 京都府 京都市

3/28～30 東京都・埼玉県 千葉県・神奈川県 区総合他

3/28～30 東京都 渋谷区 代々木第1他

調整中 東京都

第３８回春季ミニバスケットボール大会
オープン・トーナメント戦

県西部体育センター、新湊アイシン
軽金属スポーツセンター、南砺市福
野体育館、朝日町文化体育センター　　兼第４６回全国ミニバスケットボール大会県予選

※日バ協掲載より(2013.11.13現在)

第４６回全国ミニバスケットボール大会

第１６回Ｗリーグ『ＷＪＢＬ』

第１０回全日本社会人選手権大会

第３４回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会

ｂｊリーグ　２０１４－２０１５ 全国各地

全国各地

全国各地

第１回３×３日本選手権大会

男子第６６回全日本学生選手権大会『インカレ』

第４５回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会『ウィンターカップ』

男子第９０回・女子８１回全日本総合選手権大会『オールジャパン』

第２８回都道府県対抗ジュニアオールスター大会

全国各地

第７回全日本クラブシニア選手権大会・スーパーシニア交歓大会

ＮＢＬ　２０１４－２０１５

第６９回国民体育大会

ＮＢＤＬ　２０１４－２０１５

第４４回全国中学校大会『全中』

1/18.25.2/1
7.15.22.3/1

第２２回富山県冬季一般男女選手権大会 オープン・トーナメント戦
県総合体育センター

県西部体育センター　他

平成２６年度全国高等専門学校総合体育大会

日本スポーツマスターズ２０１４

第４７回全日本実業団選手権大会

第４１回全日本クラブ選手権大会

第８回富山県ミニバスケットボール４地区交流 リーグ戦 県西部体育センター

第１６回あいの風車椅子バスケットボール大会 リーグ戦

1/17.18
24.25

第６７回全国高校選手権大会『南関東インターハイ』12/20.21
1/17.18

第１３回会長杯富山県中学校バスケットボール大会 オープン・トーナメント戦 富山市2000年、体育文化センター他
男子第５２回・女子第４４回全日本教員選手権大会

平成２６年度第２４回全国高等学校定時制通信制大会

ＮＢＬ (アイシン三河シーホース 対 リンク栃木プレックス) ７節(未定) 新湊アイシン軽金属スポーツセンター

1/10.11.12
第６２回冬季富山県高校新人大会

オープン・トーナメント戦 竹平記念体育館　他
第１９回全国専門学校バスケットボール選手権大会　　兼北信越高校新人大会県予選

2014FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会(第１９回)
11/22.23.24

第３１回富山県秋季ミニバスケットボール優勝大会
オープン・トーナメント戦 黒部市総合体育センター他

第２５回全日本車椅子バスケットボール選手権大会

　　兼北信越大会予選

第１３回全日本デフバスケットボール選手権大会(ミミリーグ)第８回富山県ミニバスケットボール４年生以下(U-10)大会 リーグ戦 黒部市総合体育センター

第２７回日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会

東海北陸実業団選手権

第３６回富山県中学校選抜大会 オープン・トーナメント戦 県西部体育センター

第３３回全国ママさんバスケットボール交歓大会

第１９回富山県中学校４地区選抜チーム対抗 リーグ戦

《全国大会関係》

　　兼北信越クラブ選手権大会予選

大　　会　　名
11/1.2.8.9

平成２６年度富山県高校秋季選手権大会
オープン・トーナメント戦 富山市総合体育館　他

第４２回日本車椅子バスケットボール選手権大会

　　兼第４５回全国高校選抜大会県予選

第４２回全日本クラブ選手権大会北信越予選

8/31.9/7.14
20.10/5.12

第６８回富山県男女総合選手権大会 オープン・トーナメント戦

第１７回北信越ジュニアオールスター

　　兼北信越総合選手権大会県予選 高校男女４チーム推薦参加

県総合体育センター
県西部体育センター　他

第４６回北信越高校新人大会

11/2.9.16.23
30.12/7

第４１回富山県クラブバスケットボール選手権大会
オープン・トーナメント戦

県総合体育センター
県西部体育センター　他

後期北陸実業団選手権大会

第６７回富山県民体育大会第３部 マスターズ男子 県西部体育センター

第３４回北信越男女総合選手権大会　　兼全日本総合選手権北信越予選　
第６７回富山県民体育大会第２部(郡市対抗)

一般トーナメント 県西部体育センター

第３４回北信越ミニバスケットボール大会

中学トーナメント・他 富山市2000年、体育文化センター

第６１回富山県事業団選手権大会 オープン・トーナメント戦

第６７回富山県民体育大会第１部

第３５回北信越国民体育大会

第４８回北信越秋季大会インカレ予選

第２４回富山県スポーツ少年団大会 オープン・トーナメント戦 県総合体育センター

第５７回北信越定通総合体育大会

成年男子４、女子４(県一般男女兼ねる)

少年男子４，女子４(県高校総体兼ねる) 第１６回北信越家庭婦人交歓大会

第５２回富山県中学校総合選手権大会 男女地区代表３トーナメント戦 ありそドーム他

第６８回富山県春季高校選手権大会 オープン・トーナメント戦 黒部市総合体育センター他

前期北陸実業団選手権大会

5/31.6/1
7.8

第４２回富山県高校総合体育大会

オープン・トーナメント戦 県西部体育センター　他 第４９回北陸地区高専大会　　　兼第５３回北信越高校総合体育大会

第３５回北信越中学校選手権大会　　　　　　兼第６７回全国高校総合体育大会県予選

第２８回北信越教員選手権大会(未定・・ここ数年開催されず)

全国障害者スポーツ大会バスケットボール競技北信越・東海予選(ＦＩＤ)

平成２６年度
富山県バスケットボール協会

行　事　計　画

《富山県関係》 《北信越関係》

大　　会　　名 試合方法 会場予定 大　　会　　名

オープン・トーナメント戦 県西部体育センター　他第２０回富山県家庭婦人大会　兼全国大会予選

4/6.13.20.27
5/.6

第５６回富山県一般男女選手権大会
男子１部～４部、女子１部・２部 県総合体育センター

県西部体育センター　他

第４８回北信越春季リーグ戦(笹本杯)

オープン・トーナメント戦

第５３回北信越高校選手権大会
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富山県バスケットボール協会(平成26年度計画) ※あくまでも予定で変更もあります

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

4月1日 (火) 5月1日 (木)

4月2日 (水) 5月2日 (金)

4月3日 (木) 5月3日 (土) 第48回北信越学生(福井)

4月4日 (金) 5月4日 (日) 第56回一般男女

4月5日 (土) ミニ連総会 全国審判長会議 bj 対青森(滑川) 5月5日 (月)

4月6日 (日) 第56回一般男女 5月6日 (火)

4月7日 (月) 5月7日 (水) 高校総体抽選会 県理事会

4月8日 (火) 5月8日 (木)

4月9日 (水) 日バ理事会 5月9日 (金)

4月10日 (木) 5月10日 (土)

4月11日 (金) 5月11日 (日) 第56回一般男女

4月12日 (土) 5月12日 (月)

4月13日 (日) 第56回一般男女 県協会総会・県審判総会 5月13日 (火)

4月14日 (月) 5月14日 (水) 日バ理事会

4月15日 (火) 5月15日 (木)

4月16日 (水) 春季高校抽選会 5月16日 (金)

4月17日 (木) 5月17日 (土)

4月18日 (金) 5月18日 (日) スポ少開会式

4月19日 (土) 5月19日 (月)

4月20日 (日) 第56回一般男女 5月20日 (火)

4月21日 (月) 5月21日 (水)

4月22日 (火) 5月22日 (木)

4月23日 (水) 5月23日 (金)

4月24日 (木) 5月24日 (土) 第20回家庭婦人

4月25日 (金) 5月25日 (日)

4月26日 (土) 第68回高校春季 bj 対東京(未定) 5月26日 (月)

4月27日 (日) 第56回一般男女 5月27日 (火)

4月28日 (月) 5月28日 (水)

4月29日 (火) 第68回高校春季 5月29日 (木)

4月30日 (水) 5月30日 (金)

5月31日 (土) 第42回高校総体

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

6月1日 (日) 第42回高校総体 7月1日 (火)

6月2日 (月) 7月2日 (水)

6月3日 (火) 7月3日 (木)

6月4日 (水) 日バ理事会 7月4日 (金)

6月5日 (木) 7月5日 (土)

6月6日 (金) 7月6日 (日) 少年男女選考会

6月7日 (土) 第42回高校総体 日本車椅子ツイン(愛知) 7月7日 (月)

6月8日 (日) 7月8日 (火)

6月9日 (月) 成年男女選考会 7月9日 (水) 県理事会、日バ理事会

6月10日 (火) 7月10日 (木)

6月11日 (水) 7月11日 (金)

6月12日 (木) 7月12日 (土) 夏季高校地区

6月13日 (金) 地区大会 7月13日 (日)

6月14日 (土) 7月14日 (月)

6月15日 (日) 7月15日 (火)

6月16日 (月) 7月16日 (水)

6月17日 (火) 7月17日 (木)

6月18日 (水) 7月18日 (金)

6月19日 (木) 7月19日 (土) 第52回選手権 夏季高校地区

6月20日 (金) 7月20日 (日) 第67回県民体育大会・ﾏｽﾀｰｽﾞ

6月21日 (土) 北信越理事長会議 7月21日 (月)

6月22日 (日) 日バ理事会(21) 7月22日 (火)

6月23日 (月) 日バ評議員会(東京･21) 7月23日 (水)

6月24日 (火) 7月24日 (木)

6月25日 (水) 7月25日 (金) 第33回全国ママさん(新潟)

6月26日 (木) 7月26日 (土) 第67回県民体育大会 魚津市協ﾐﾆ

6月27日 (金) 7月27日 (日) 第67回県民体育大会･一般

6月28日 (土) 第24回スポ小 7月28日 (月)

6月29日 (日) 7月29日 (火) 北信越強化練習会

6月30日 (月) 7月30日 (水)

7月31日 (木)

2014年4月 2014年5月

2014年6月 2014年7月

日本車椅子(東京)
FID東海北信越(長野)

第53回北信越高校(福
井)

北陸実業団(石川)
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富山県バスケットボール協会(平成26年度計画) ※あくまでも予定で変更もあります

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

8月1日 (金) 9月1日 (月)

8月2日 (土) 魚津市協ﾐﾆ インターハイ(千葉) 9月2日 (火)

8月3日 (日) 9月3日 (水)

8月4日 (月) 9月4日 (木)

8月5日 (火) 9月5日 (金)

8月6日 (水) 北信越中学(新潟) 9月6日 (土)

8月7日 (木) 9月7日 (日) 第68回全日本予選 第68回全日本予選

8月8日 (金) 9月8日 (月)

8月9日 (土) 中1合同練習会 射水市協ﾐﾆ 第34回北信越スポ少(富山) 9月9日 (火)

8月10日 (日) 9月10日 (水) 県理事会、日バ理事会

8月11日 (月) 全日本教員(和歌山) 9月11日 (木)

8月12日 (火) 9月12日 (金)

8月13日 (水) 9月13日 (土)

8月14日 (木) 9月14日 (日) 第68回全日本予選 第68回全日本予選

8月15日 (金) 9月15日 (月)

8月16日 (土) 砺波市協一般 9月16日 (火)

8月17日 (日) 9月17日 (水)

8月18日 (月) 9月18日 (木)

8月19日 (火) 9月19日 (金) 地区新人

8月20日 (水) 9月20日 (土) 日本マスターズ(埼玉県)

8月21日 (木) 9月21日 (日) 第68回全日本予選 第68回全日本予選

8月22日 (金) 9月22日 (月)

8月23日 (土) 魚津市協強化練 9月23日 (火)

8月24日 (日) 9月24日 (水) ウィンター抽選会

8月25日 (月) 9月25日 (木)

8月26日 (火) 9月26日 (金)

8月27日 (水) 9月27日 (土) 砺波市協60

8月28日 (木) 9月28日 (日)

8月29日 (金) 9月29日 (月)

8月30日 (土) 9月30日 (火)

8月31日 (日) 第68回全日本予選 第68回全日本予選 北陸実業団・石川

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

10月1日 (水) 11月1日 (土) 第45回ｳｨﾝﾀｰ 北陸実業団(石川)

10月2日 (木) 11月2日 (日) 第41回クラブ 第10回社会人(山形)

10月3日 (金) 11月3日 (月)

10月4日 (土) 砺波市協ﾐﾆ bj開幕(未定～4/) 11月4日 (火)

10月5日 (日) 第68回全日本予選 第68回全日本予選 11月5日 (水)

10月6日 (月) 11月6日 (木)

10月7日 (火) 11月7日 (金)

10月8日 (水) 日バ理事会 11月8日 (土) 第45回ｳｨﾝﾀｰ 魚津市協ﾐﾆ

10月9日 (木) 第48回北信越インカレ(富山) 11月9日 (日) 第41回クラブ

10月10日 (金) NBL開幕(～5/31) 11月10日 (月)

10月11日 (土) 11月11日 (火)

10月12日 (日) 第68回全日本予選 第68回全日本予選 11月12日 (水) 県理事会、日バ理事会

10月13日 (月) 11月13日 (木)

10月14日 (火) NBDL開幕(～3/15) 11月14日 (金)

10月15日 (水) 11月15日 (土) 第36回選抜大会 高校新人ｼｰﾄﾞ地区

10月16日 (木) 11月16日 (日) 第19回4地区大会 第41回クラブ

10月17日 (金) 11月17日 (月)

10月18日 (土) 第69回国民体育大会(長崎) 北信越各県理事長と日バ 11月18日 (火)

10月19日 (日) 北信越定通(富山) 11月19日 (水)

10月20日 (月) 11月20日 (木)

10月21日 (火) 11月21日 (金)

10月22日 (水) 秋季抽選会・開会式 11月22日 (土) 第31回秋季 第7回ｼﾆｱ・ｽｰﾊﾟｰ(茨城) NBL(ｱｲｼﾝ－ﾘﾝｸ)(新湊) 

10月23日 (木) 11月23日 (日) 第41回クラブ

10月24日 (金) 11月24日 (月) ｲﾝｶﾚ男女(東京)

10月25日 (土) 第34回北信越総合(新潟) 11月25日 (火)

10月26日 (日) 第41回クラブ 11月26日 (水)

10月27日 (月) 11月27日 (木)

10月28日 (火) 11月28日 (金)

10月29日 (水) 11月29日 (土) 第8回U10

10月30日 (木) 11月30日 (日) 第41回クラブ

10月31日 (金) Wリーグ開幕(～4/9)

全国定通(東京)・
全国専門(宮城)

2014年8月 2014年9月

全中(香川)・第16回北信
越ママさん(長野)・第35

回ミニ国(金沢)

2014年10月 2014年11月
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富山県バスケットボール協会(平成26年度計画) ※あくまでも予定で変更もあります

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

12月1日 (月) 1月1日 (木) 全日本総合・予定(東京)

12月2日 (火) 1月2日 (金)

12月3日 (水) 高校新人抽選会 1月3日 (土)

12月4日 (木) 1月4日 (日)

12月5日 (金) 1月5日 (月) 魚津市協ﾐﾆ

12月6日 (土) 砺波市協中学 1月6日 (火)

12月7日 (日) 第41回クラブ 1月7日 (水)

12月8日 (月) 1月8日 (木)

12月9日 (火) 1月9日 (金)

12月10日 (水) 春季抽選会 日バ理事会 1月10日 (土) 第62回高校新人

12月11日 (木) 1月11日 (日) 全国理事長会議

12月12日 (金) 1月12日 (月)

12月13日 (土) 1月13日 (火)

12月14日 (日) 1月14日 (水) 県理事会

12月15日 (月) 1月15日 (木)

12月16日 (火) 1月16日 (金)

12月17日 (水) 1月17日 (土) 第38回春季 第13回オープン大会

12月18日 (木) 1月18日 (日) 第22回冬季一般

12月19日 (金) 1月19日 (月)

12月20日 (土) 第13回中学オープン 魚津市協高校 第34回北信越ミニ(福井) 1月20日 (火)

12月21日 (日) 1月21日 (水)

12月22日 (月) 1月22日 (木)

12月23日 (火) ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ(東京) 1月23日 (金) 第46回北信越高校新人(新潟)

12月24日 (水) 1月24日 (土) 第38回春季 第47回実業団(北海道) 北信越日程調整会議

12月25日 (木) 1月25日 (日) 第22回冬季一般

12月26日 (金) 1月26日 (月)

12月27日 (土) 1月27日 (火)

12月28日 (日) 1月28日 (水)

12月29日 (月) 1月29日 (木)

12月30日 (火) 1月30日 (金)

12月31日 (水) 1月31日 (土) U17･U13 U17･U13 U17・U13

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

ミニ 中学 高校・大学
クラブ・実業団

教員・家庭
地区協 北信越・全国

会議等
(県・北信越・国)

NBL･ＮＢＤＬ
WJBL･ｂｊ

2月1日 (日) U17･U13 U17･U13 U17・U13 第22回冬季一般 3月1日 (日) 第22回冬季一般

2月2日 (月) 3月2日 (月)

2月3日 (火) 3月3日 (火)

2月4日 (水) 3月4日 (水)

2月5日 (木) 3月5日 (木)

2月6日 (金) 3月6日 (金)

2月7日 (土) ミニ4地区 第42回北信越ｸﾗﾌﾞ(新潟) 3月7日 (土) 魚津市協U11 北信越理事会(金沢)

2月8日 (日) 第22回冬季一般 3月8日 (日) 砺波市協ﾐﾆ bj(県西部)

2月9日 (月) 3月9日 (月)

2月10日 (火) 3月10日 (火)

2月11日 (水) 3月11日 (水) 県理事会

2月12日 (木) 日バ理事会 3月12日 (木)

2月13日 (金) 3月13日 (金)

2月14日 (土) 北信越中学ｵｰﾙｽﾀｰ(富山) 3月14日 (土) あいの風車いす 東海北陸実業団

2月15日 (日) 第22回冬季一般 3月15日 (日)

2月16日 (月) 3月16日 (月)

2月17日 (火) 3月17日 (火)

2月18日 (水) 3月18日 (水)

2月19日 (木) 3月19日 (木)

2月20日 (金) 3月20日 (金)

2月21日 (土) 3月21日 (土) 魚津市協ﾐﾆ

2月22日 (日) 第22回冬季一般 3月22日 (日)

2月23日 (月) 3月23日 (月)

2月24日 (火) 3月24日 (火)

2月25日 (水) 3月25日 (水)

2月26日 (木) 3月26日 (木)

2月27日 (金) 3月27日 (金)

2月28日 (土) 3月28日 (土) 魚津市協車いす

3月29日 (日)

3月30日 (月)

3月31日 (火)

2014年1月

第28回ｼﾞｭﾆｱ(東
京)・第46回ﾐﾆ

2015年2月 2015年3月

2014年12月

第41回全日本ｸﾗﾌﾞ(京
都)

東海北陸実業団
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