平成３０年度 バスケットボール 年間スケジュール
連盟別

４月

協 会

一般社団法人 奈良県バスケットボール協会

５月

６月

７月

８月

第４回３Ｘ３日本選手権大会

第６９回県民体育大会

国体近畿ブロック予選

２５(金)～２７(日)
東京都

１(日)川西町中央体育館
斑鳩町中央体育館

１８(土)・１９(日)
和歌山県 ビッグホエール

中学生連盟
(Ｕ-１５カテゴリー)

９月
天皇杯・皇后杯事前ラウンド
※調整中
日本スポーツマスターズ２０１８

天皇杯・皇后杯奈良県代表決定戦
１６(月) ジェイテクトアリーナ奈良

ミニ連盟

【Ｂ-ＬＥＡＧＵＥは除く】

１５（土）～１８（火） 北海道札幌市

第34回オニツカ杯兵庫県招待大会

県Ｕ－１０大会

県スポーツ少年団親善競技大会

第２２回県選抜大会(チャレンジマッチ)

第２２回県選抜大会(決勝)

２１(土)・２２（日）
尼崎市記念公園ベイコム総合体育館

１６(土)・１７(日) HOS生駒北体育館

１(日)

１(土) 平群町総合スポーツセンター体育館

第４０回県交歓大会
２３(土)・３０(土)
ならでんアリーナ

第２２回県選抜大会(予選)
１４(土)・１５(日)・２８(土)・２９（日）
葛城市民体育館、生駒市民体育館
HOS生駒北体育館

４(土)
当該チーム
サマーキャンプｉｎＮＡＲＡ
１１(土)～１５(水) ならでんアリーナ他
第42回全関西交歓大会
期日未定 広島県立総合体育館
第２２回県選抜大会(決勝)
18(土)・19(日)ジェイテクトアリーナ奈良他

ならでんアリーナ

第６４回県中学校選手権大会

第６９回県中学校総合体育大会

第６７回近畿中学校総合体育大会

２８(土)～５/４(金)
當麻スポーツセンター体育館
県下各中学校

２２(日)～２７(金)
ジェイテクトアリーナ奈良
ならでんアリーナ他

６(月)・７(火) 大阪市中央体育館

（中体連含む）
県Ｕ-１５カテゴリー前期リーグ
５月～８月 県下中学校

第４８回全国中学校総合体育大会
２２(水)～２５(土) 山口県
防府市、山口市

全国高校総体県予選

第６５回近畿高校大会

天皇杯・皇后杯奈良県代表決定戦

第２８回全国定通大会

第７１回県高校総体

６(日)～６/３(日)
ジェイテクトアリーナ奈良他

２２(金)～２４(日) 和歌山県
ビッグホエール

１６(月) ジェイテクトアリーナ奈良

１(水)～４(土) 駒沢体育館

8(日)～２３(日)
ジェイテクトアリーナ奈良他

第２８回全国定通大会県予選
９(土) 大和中央高校

平成３０年度全国高校総体
１(水)～７（火） 愛知県
名古屋市、一宮市、小牧市

１８(土)・１９(日) 和歌山県
ビッグホエール

関西学生選手権大会
２１(土)～５/５(祝)
東淀川体育館、各大学体育館

男子６８回・女子第６７回西日本
学生選手権大会

第２２回日本学生選抜大会
６(金)～８(日) 名古屋

西日本医療系学部女子バスケットボール大会

第３９回関西女子学生選手権大会
４/１４（土）～５/４(祝) 各大学体育館等

第４４回日韓学生親善大会定期戦
２３(土)～２７(水) 日本

高体連

国体近畿ブロック予選

大学生関係

社会人連盟

３(日)～１０(日) 公営体育館他
第３５回日本女子学生選手権大会
６（金）～８（日） 名古屋

県高校定通大会
９(日) ジェイテクトアリーナ奈良

５（日）～７（火）
ジェイテクトアリーナ奈良
平成30年度関西学生リーグ戦（予定）
２５（土）～１０/２８(日)
公営体育館・各大学体育館

平成30年度関西女子学生リーグ戦
８月下旬～１１月中旬
公営体育館・各大学体育館

全日本レディスバスケットボール交流大会

エンジョイ第１回リーグ戦

全日本社会人レディスバスケットボール

全国ゴールデンシニア交歓大会

（中地域）県予選
１９（土） 長柄運動公園総合体育館

２４(日) 八木中学校体育館

交流大会【中地域大会】
１８(土)・１９(日) 長野市

８(土)・９(日) 富山市
日本スポーツマスターズ2018札幌大会
１５(土)～１８(火) 札幌市

(エンジョイ)

全日本社会人O-40・O-50B.B.大会県予選

ブロック大会

２９（土）・３０（日） 京都市

社会人連盟

県社会人総合バスケットボール選手権大会

県社会人カーニバル大会

県社会人バスケットボール選手権

２９(日)～７/８（日） 吉野町体育館

２２（日）～９/３０(日)
川西町中央体育館他

２４(日)、１０/７（日）～１２/２(日)
斑鳩町中央体育館

（オープン）
天皇杯・皇后杯奈良県代表決定戦
１６(月) ジェイテクトアリーナ奈良

社会人連盟
(オーバーエイジ)

日本マスターズ大会選考会
兼 春季交流会
８(日)・１５（日） 吉野町総合体育館
リーグ戦（春季交歓大会）
２２（日）・２９（日） 吉野町総合体育館

全日本社会人Ｏ－４０/Ｏ－５０県大会
２４(日) ・７/８（日）
吉野町総合体育館

全日本社会人Ｏ－４０、Ｏ－５０ＢＢ

ブロック大会
２９（土）・３０（日） 京都市

平成３０年度 バスケットボール 年間スケジュール
連盟別
協 会

１０月
第７３回国民体育大会
１(月)～５(金) 福井県
福井市、永平寺町

第３１回イチイ杯

ミニ連盟

ミニバスケットボール大会

１１月

一般社団法人 奈良県バスケットボール協会

１２月

１月

【Ｂ-ＬＥＡＧＵＥは除く】

２月

３月

第２０回Ｗリーグ
１０（土） ジェイテクトアリーナ奈良

第２回３Ｘ３奈良県選手権大会
１(日） ジェイテクトアリーナ奈良

天皇杯・皇后杯決勝ラウンド
１０（木）～１３(日) 埼玉県さいたま市

県Ｕ－１０大会

第４１回県選手権大会

第１１回県オールスター大会

第3回Ｕ－１２ステップアップゲーム

第４３回近畿交歓大会

１１(日）・１７（土）

２(日)・９(日)・１５(土)・１６(日)・２２（土）
ジェイテクトアリーナ奈良
平群町総合スポーツセンター体育館

２６(土)
平群町総合スポーツセンター体育館

ＩＮ ＴＯＫＡＩ
２３（土）・２４（日） 愛知県

２(土）・３（日） 兵庫県
グリーンアリーナ神戸

葛城市民体育館、大和高田市総合体育館

期日未定 岐阜県

３Ｘ３の日推進事業
３(日) ならでんアリーナ

第５０回全国ミニ
バスケットボール大会
２８(木)～３０(土) ※調整中

中学生連盟
(Ｕ-１５カテゴリー)
（中体連含む）

高体連

第６７回県中学校新人大会
２０(土)～１１/３(土)
當麻スポーツセンター体育館
県下中学校他

第３０回県中学校招待交歓大会
９(土) ならでんアリーナ

第７３回国民体育大会

第７１回全国高校選手権大会

県高校新人大会

第２９回近畿高校新人大会

１(月)～５(金) 福井県

２３(日)～２９(土)
東京都

１２(土)～２/２(土)
ジェイテクトアリーナ奈良
大和高田市総合体育館他

１６(土)・１７(日) 和歌山県

第73回国民体育大会
１(月)～５(金) 福井県

第７１回全国高校選手権大会県予選
２０(土)～１１/１０(土)
ジェイテクトアリーナ奈良他
関西学生新人戦（予定）
１７(土)～２４(土) 各大学体育館

第２７回近畿中学生オールスター大会
３(日) 和歌山県

第３２回都道府県対抗
ジュニアバスケットボール大会
28(木)～３０(土)
※調整中

県Ｕ-１５カテゴリー後期リーグ
１１月～平成３１年２月
県下中学校他

第５５回近畿高校定通大会
２８(日) 京都府 島津アリーナ

大学生関係

第１回ジュニアウィンターカップ県大会
(仮称) 県下中学校他

第70回全日本学生選手権大会
１０（月）～１６（日） 東京都

第４２回強豪チーム招待
奈良県交歓大会
２９(木)・３０(金)
大和高田市総合体育館他

春季キャンプ
2月末～3月中旬 各大学体育館

女子秋季トーナメント大会
１１月中旬～１２月上旬 各大学体育館

エンジョイ第２回リーグ戦
２５(日) 八木中学校体育館
※会場変更あり
全日本社会人Ｏ－４０、Ｏ－５０ＢＢ
選手権大会

社会人連盟
（エンジョイ）

エンジョイ第３回リーグ戦
１７(日) 三笠中学校体育館
※日程、会場変更あり

２３（金）～２５（日）鹿児島県鹿児島市
県社会人バスケットボールリーグ戦
１２/９(日)～３１年３/２４(日)
吉野町体育館他

社会人連盟
（オープン）

社会人連盟
(オーバーエイジ)

全日本会人ＢＢ選手権大会
ブロック予選
２６（土）・２７（日） 橋本市
和歌山県立橋本体育館

リーグ戦（秋季交歓大会）
７(日)・１４(日)・２１(日)
吉野町総合体育館

全日本社会人Ｏ－４０、Ｏ－５０ＢＢ
選手権大会
２３（金）～２５（日）鹿児島県鹿児島市

全日本社会人バスケットボール

選手権大会
１６(土)～１８(月)
鳥取県鳥取市

