
平成18年度　長崎県バスケットボール協会　競技スケジュール 平成18年３月21日

期 日 開催地 大 会 名 期 日 開催地 大 会 名 期 日 開催地 大 会 名 期 日 開催地 大 会 名
4/8～4/9 長崎市 第20回　車椅子サンライズ杯

4/22～4/23 大分県 第61回　南九州四県対抗大会 4/22～4/24 諫早市，大村市 第60回　県下高校春季選手権大会 4/22・4/29・4/30 長崎市 第34回　長崎新聞社杯争奪中学

5/7 長崎市 第１回　九州シニア大会予選
5/13・5/14・5/21 大村市 第10回　県クラブチーム交歓会

5/11～5/14 別府市（大分県） 第11回　九州学生春季選手権大会 5/14 第11回　ママさん交歓大会
5/27～5/28 岡山県 第12回　三地区実業団選手権大会 5/20～21 諫早市 第５回　全国障害者大会九州地区予選

6/3～6/6 長崎市 第58回　高校総合体育大会
6/16～6/18 鹿児島県 第59回　全九州高校選手権大会 　　　　　　（国体最終選考会） 6/10～6/12 長崎市 　　　　中学校総合体育大会
6/24～6/25 熊本市（熊本県） 第46回　全九州実業団選手権大会

7/1～7/3 熊本県 第56回　九州地区大学体育大会 7/1・7/2・7/9 長崎市 第23回　会長杯争奪一般男女選手権大会
7/14～7/16 大分県 　　　　九州高専大会 　　　　（国体最終選考会） 7/15～7/17 長崎市 第36回　会長杯争奪ミニバス大会

7/28～7/30  水戸市 (茨城県) 第25回　全国ママさん交歓大会 7/29～7/31 大村市 　　　　長崎県中学校総合体育大会

8/2～8/6 東京都内 第16回　全国高等学校定時制通信制大会
大阪市，東大阪市 　　　　全国高等学校総合体育大会 8/5～8/7 佐賀県 第36回　全九州中学校大会
八尾市、守口市 第59回　高等学校選手権大会

8/8～8/12 能代市ほか 第44回男子

（秋田県） 第36回女子

8/10～8/11
神戸市
 (兵庫県)

第41回　全国高等専門学校体育大会 8/18～8/20 熊本県 第26回　国民体育大会九州ブロック大会 8/25～8/27 佐世保
第20回　KTN杯県下ミニバス選手権大会
　　　　兼　九州大会予選

8/10～8/14 東京都内 第11回　全国専門学校選手権大会

8/18～8/20
春野町、高知市、

いの町(高知県) 第36回　全国中学校大会 8/24～10/17 九州各地 第13回　九州学生リーグ戦

9/9～3/14 全国各地 第８回　Ｗリーグ (WJBL) 9/9・9/16・9/17 9/9・9/10・9/16 長崎市 　　　　市中学新人戦
9/15～9/18 呉市（広島県） 　　　　日本スポーツマスターズ2006
9/16～9/18 船橋市（千葉県） 第39回　全日本実業団競技大会 9/23～9/24 飯盛（諫早市） 第36回　全国高校選抜優勝大会県予選

10/1～10/5 兵庫県 第61回　国民体育大会 10/7・10/8・10/15 長崎市 第59回　県総合選手権大会
　　少年男女：神戸市，成年男子：姫路市 　　　　　　　　　（国体一次選考会）
　　成年女子：上郡町，佐用町 10/15 長崎市 　　　　市民体育祭

10/6～3/25 全国各地 　　　　スーパーリーグ２００６ 10/21・10/22 各地区 　　　　高校地区新人戦 10/21～10/22 長崎市 　　　　高校長崎地区新人戦
第40回　日本リーグ (JBL) 10/29 佐世保市 　　　　中学郡市対抗戦（１・２年生） 10/21・10/22・10/28 長崎市 　　　　県ミニバス選手権大会予選

11/3～11/5 船橋市（千葉県） 第２回　全日本社会人選手権大会 11/3～11/5 大分県 第58回　全九州総合選手権大会 11/3～11/4 佐世保市 　　　　中学郡市対抗戦（３年生）
11/20～11/26 東京都内 11/11～11/12 島原市 第58回　県民体育祭

11/18～11/20 佐世保市 　　　　県下高校新人戦（国体一次選考会）
11/25・11/26・12/3 長崎市 第31回　県下ミニバス選手権兼全国大会予選

　　　　中学郡市対抗最終選考会

12/3～12/4 鹿児島市 第27回　朝日九州車椅子選手権大会 12/3 中地区 　　　　高校三地区対抗戦 12/9・12/10・12/17 長崎市 　　　　会長杯争奪中学新人戦 兼県予選
12/24～12/30 東京都内 第37回　全国高等学校選抜優勝大会 12/2・12/3・12/10 長崎市 第34回　県クラブチーム選手権大会

　　　　　（ウィンターカップ）

1/2～1/8 東京都内 男子第82回　全日本総合選手権大会 1/4・1/5 長崎市 第２回　会長杯高校バスケ交歓大会
女子第73回　　（オールジャパン） 大村市・諫早市

（長崎県） 1/20・1/21 長崎市 第37回　全九州高校春季選手権大会二次予選 1/20・1/21・1/27 長崎市 　　　　2007ＮＢＣミニバス大会

2/9～2/12 仙台市（宮城県） 第39回　全日本実業団選手権大会 2/2～2/4 佐賀県 第37回　全九州高校春季選手権大会 2/3・2/4・2/11 長崎市 第26回　中学校新人戦 兼全九州中学県予選
2/10～2/11 鹿児島県 第33回　全九州クラブ選手権大会 2/10～2/11 長崎市 　　　　市内ミニバス新人戦

3/17～3/19 宇都宮市（栃木県） 第33回　全日本クラブ選手権大会 2/24・2/25 長崎市 第28回　ＮＨＫ杯争奪一般男女選手権大会
埼玉県，千葉県 第20回　都道府県対抗ジュニア大会 3/9～3/11 福岡県 第27回　全九州中学春季選手権大会 　　　3/3・3/4 　　　　　　（国体二次選考会）
神奈川県 　　　　　（ジュニアオールスター）

3/28～3/30 東京都内 第38回　全国ミニバスケットボール大会

　　2006日韓Ｗリーグチャンピオンシップ 5月(予定)　(日本、韓国) 　　第15回　ＦＩＢＡ女子世界選手権　9/12～9/23　　サンパウロ，リオデジャネイロ（ブラジル）

　　第29回　李相佰杯争奪 日韓学生競技大会 5月下旬(予定)　(韓国) 　　第１５回アジア競技大会 12/1～12/15 ドーハ (カタール)

　　第３回　ＦＩＢＡ女子ワールドリーグ（予選ラウンド）5/1～5/31（予定）　（未定） 　　日韓ママさん交歓大会　(未定)　ソウル(韓国)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （決勝ラウンド）10/1～10/31（予定）　ロシア 　　第17回　ＦＩＢＡアジアチャンピオンズカップ(男子)　(未定)　(未定)

　　第28回　男子ジョーンズカップ　 7月 (予定)　タイペイ (チャイニーズタイペイ) 　　第２回　スタンコビッチカップ　(未定)　(未定)

　　第28回　女子ジョーンズカップ　 7月 (予定)　タイペイ (チャイニーズタイペイ) 　　第２回　ＦＩＢＡアジア女子ヤングウーメン選手権大会　※　(未定)　(未定)

　　女子日本代表国際試合　7月下旬 (予定)　(東京都ほか) 　　第19回　ＦＩＢＡアジア男子ジュニア選手権大会　※　(未定)　(未定)

　　男子日本代表国際試合　7月下旬 (予定)　(東京都ほか) 　　第18回　ＦＩＢＡアジア女子ジュニア選手権大会　※　(未定)　(未定)

　　２００６年ＦＩＢＡ世界選手権（第１５回男子）　8/19～9/3　埼玉県さいたま市，北海道札幌市，宮城県仙台市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　静岡県浜松市，広島県広島市
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