
平成28年度（2016年度）国際・日本・九州・長崎県・長崎市バスケットボール大会　競技スケジュール

期 日 開 催 地 大 会 名 期 日 開 催 地 大 会 名 期 日 開 催 地 大 会 名
9~10 長崎市 第30回　サンライズ杯

16~18 長崎市 第70回　県下高校春季選手権大会

16~17 長崎市 　　　　長崎市春季ミニバス大会　於：鳴見台小

23,24,29 長崎市 　　　　長崎新聞社杯争奪中学生大会　於：三菱重工体育館

29 調整中 第33回　全国ママさん交歓大会長崎県予選

14~15,22 長崎市 第6回　 クラブ春季大会兼九州選抜大会予選会

18～19 福岡市 第56回全九州実業団選手権大会 4～7 佐世保市 第68回　高校総合体育大会　(国体最終選考会)

24～26 佐賀県 第67回全九州高等学校総合体育大会 11,12,13 長崎市 　　　　長崎市中総体　於：市民会館

18～19、26 長崎市 第33回　会長杯争奪一般男女選手権大会　(国体最終選考会)

2～3 長崎県長崎市 第7回全九州クラブ選抜選手権大会

29～31 福岡県福岡市 第35回全国ママさんバスケットボール交歓大会 2～3 長崎県長崎市 第9回全九州クラブシニア選手権大会 16,17,18 長崎市 　　　　長崎市会長杯争奪ミニバス大会　於：琴海南部体育館

2～3 長崎県長崎市 第9回全九州クラブスーパーシニア選手権大会 23~25 佐世保市 　　　　平成28年度長崎県中学校総合体育大会

31～8/5 広島県広島市 第69回全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

1～5 東京都渋谷区 第26回全国高等学校定時制通信制大会

8～12 愛知県豊田市 第20回全国専門学校選手権大会 6～8 熊本県熊本市 第46回全九州中学総合体育大会

８ 10～14 愛媛県 第54回男子第46回女子全日本教員大会

調整中 調整中 第51回全国高等専門学校総合体育大会 26～28 宮崎県宮崎市 国民体育大会第35回九州ブロック大会 20~22 西海・西彼 第30回　KTN杯県下ミニバス選手権大会　兼　九州大会予選

22～25 福井県福井市ほか 第46回全国中学校総合体育大会

調整中 調整中 全国クラブ選抜選手権大会 3～ 九州各地 第23回全九州大学リーグ戦 3,4,10 長崎市 　　　　長崎市会長杯争奪中学生大会　於：三菱重工体育館

調整中 秋田県 日本スポーツマスターズ2016 10~11、18 長崎市 第69回　県総合選手権大会

3～5/29 全国各地 ＮＢＬ2015-2016 1~2 長崎市 第15回　全国ゴールデンシニアバスケットボール大会

7～10 岩手県奥州市、一関市 第71回国民体育大会 15~16,22 長崎市 　　　　県ミニバス大会長崎市予選　於：琴海南部体育館

調整中 全国各地 第18回Ｗリーグ(WJBL) 22~24 中地区 第47回　全国高等学校選抜優勝大会長崎県予選会

調整中 全国各地 Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｂ１．Ｂ２．Ｂ３） 23 諫早市 　　　　郡市対抗１・２年年中学校年強化練習会

調整中 調整中 第12回全日本社会人選手権大会 29~30 諫早市 　　　　郡市対抗３年中学校強化練習会

11～13 熊本県 第68回全九州総合選手権大会 12~13 島原市 　　　　県民体育祭

3 長崎市 　　　　長崎市ミニバスフレッシュマン大会　於：山里小

18~20 各地区         高校地区新人戦　長崎地区於：瓊浦高校

19~20 長崎市 第40回　県下ミニバス選手権　兼　全国大会予選

21～27 東京都渋谷区・大田区ほか 第68回全日本大学選手権大会（インカレ） 23 諫早市 　　　　ジュニアオールスター二次選考会（中学）

第9回全日本クラブシニア選手権兼 23 長崎市 第9回　 長崎県ママさん秋季交歓大会

　　　スーパーシニア交歓大会 26~27,12/4 長崎市 第43回　県クラブ選手権大会

23～29 東京都渋谷区 第47回全国高等学校選抜優勝大会（ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ） 10~11,17 長崎市 　　　　長崎市中学新人戦　於：市民会館

調整中 東京都渋谷区 第92回天皇杯第83回皇后杯全日本総合選手権大会 14~15,21 長崎市 　　　　ＮＢＣミニバス大会　於：市民会館

7～9 鹿児島県 第37回全九州ミニバスケットボール大会 28~30 佐世保市 　　　　県高校新人戦

21~22,28 佐世保市 第39回　県中学校新人戦　兼　全九州中学春季選手権大会県予選

11～14 愛知県豊田市 高松宮記念杯第49回全日本実業団選手権大会 4～5 沖縄県 第43回全九州クラブ選手権大会 5 長崎市 第7回　 長崎県ママさんチャレンジ大会

18～19 熊本県熊本市 九州ブロックエンデバー 11~12 長崎市 　　　　長崎市ミニバス新人大会　於：鳴見台小

24～26 鹿児島県 第37回全九州中学春季選手権大会 18~19,26 長崎市 第39回　ＮＨＫ杯争奪一般男女選手権大会（国体二次選考会）

19～21 群馬県前橋市 第43回全日本クラブ選手権大会

22～26 東京都大田区 第3回３×３日本選手権大会 17～19 宮崎県宮崎市 第47回全九州高校春季選手権大会

28～30 東京都渋谷区 第29回都道府県対抗ｼﾞｭﾆｱ大会（ｼﾞｭﾆｱｵｰﾙｽﾀｰ）

28～30 未定 第48回全国ミニバスケットボール大会

【国際大会】 共催大会

5/12~5/17 韓国 第40回李相佰杯争奪日韓学生競技大会 5/3～5/5 東京都渋谷区 内閣総理大臣杯争奪第43回日本車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権

6/22～7/3 スペイン 2016FIBA　Ｕ-19（男女）世界選手権大会 6/11～6/12 愛知県小牧市 厚生労働大臣杯争奪第28回日本車椅子ﾂｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権

7/29～31 福岡県福岡市 2016日韓ママさんバスケットボール親善大会 未定 未定 第27回日本女子車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権

8/6～8/21 ブラジル　リオデジャネイロ 第31回オリンピック競技大会 8/6～8/7 長野県 2015FIDｼﾞｬﾊﾟﾝﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

調整中 中国 第24回日韓中ｼﾞｭﾆｱ交流競技会 未定 未定 第14回全日本ﾃﾞﾌﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
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26～27 岐阜県下呂市


