２０２２年度 バスケットボール 年間スケジュール

一般社団法人 奈良県バスケットボール協会

2022.04.01 現在

※ 新型コロナ感染症等のため変更する場合がありますので、詳細は各団体HP等で確認してください。

区

分

４月

５月

６月

７月
第7３回県民体育大会
３日 川西町中央体育館(女)
すこやか斑鳩スポーツセンター(男)

協 会
..

８月
第77回国体近畿ブロック大会
20日・21日 京都

第98回天皇杯・第89回皇后杯
奈良県代表決定戦

Ｕ１２部会

県ミニバスケットボール選手権大会
１次ラウンド ４日～１９日
平群町総合スポーツセンター他

天皇杯・皇后杯１次ラウンド
18日・19日 中日本大会（大阪）
天皇杯2次ラウンド
23日～25日 未定
３x３ Ｕ１８日本選手権県予選
３x３ 日本選手権県予選

18日 ジェイテクトアリーナ奈良
県バスケットボールリーグ
Ｕ１２カテゴリー
７日～２９日 各小学校体育館

９月

未定 大和高田市総合体育館

県ミニバスケットボールU-10大会（夏季）
２日～17日
平群町総合スポーツセンター他

県バスケットボールリーグ
U１２カテゴリー（後期）９月３日～１０月３１日
県下各小学校体育館

県ミニバスケットボール選手権大会
２次ラウンド ２５日、２６日
大和高田市立総合体育館他
県中学校選手権大会
４月２４日～５月３日
天理市総合体育館他

Ｕ１５部会

前期リーグ戦
５月～８月

県中学校総合体育大会
１０日～２６日
ロートアリーナ奈良他

近畿中学校総合体育大会
５日、６日 ロートアリーナ奈良
ジェイテクトアリーナ奈良
全国中学校総合体育大会
20日～23日 北海道

Ｕ１５クラブ選手権大会
24日、２５日 ジェイテクトアリーナ奈良他

全国高等学校総合体育大会
７月２７日～８月１日 香川県

第３２回全国高校定通制総合体育大会
4日～7日 東京体育館

県高校定通大会
１０日 ジェイテクトアリーナ奈良

（中体連含む）

全国高校総体県予選
５月７日～６月４日
大和高田市立総合体育館他

Ｕ１８部会

近畿高校大会
２４日～２６日 滋賀県
ウカルちゃんアリーナ・ＹＭＩＴアリーナ

（高体連含む）
第３２回全国定通大会県予選
９日 会場未定

大学生関係

第49回関西学生選手権大会
16日～５月5日
ベイコム総合ＧＹＭ 他

男子72回・女子第71回西日本
学生選手権大会

第43回全関西女子選手権大会
10日～５月4日
東大阪アリーナ 他

第48回日韓学生親善大会定期戦
6月下旬～7月上旬、会場未定

社会人連盟

5日～12日 エディオンアリーナ大阪 他

奈良県社会人総合バスケットボール
選手権大会
吉野運動公園総合体育館他

奈良県社会人バスケットボール夏季リーグ戦
選手権大会奈良県予選 川西町中央体育館他吉野運動公園総合体育館他

全日本社会人OAバスケットボール

奈良県社会人バスケットボール連盟
フレンドリー（女子）第１回リーグ戦
長柄総合体育館

関西学生リーグ戦
８月下旬～11月上旬
公営体育館・各大学体育館
関西女子学生リーグ戦
８月下旬～１１月上旬
公営体育館・各大学体育館
日本スポーツマスターズ2022
23日～26日 岩手
奈良県社会人バスケットボール連盟

フレンドリー（女子）第２回リーグ
全日本社会人バスケットボール
選手権大会奈良県予選
吉野運動公園総合体育館他

３x３ 部会

※Ｂ．ＬＥＡＧＵＥは除く

第９回 ３x３ Ｕ１８日本選手権県予選
第８回 ３x３ 日本選手権県予選
大和高田市総合体育館
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区

分

１０月

１１月

第77回国民体育大会
2日～6日 宇都宮市

協 会

天皇杯3次ラウンド
29日～31日 未定
県ミニバスケットボール選手権大会
チャレンジラウンド 12日～20日

Ｕ１２部会

平群町総合スポーツセンター他

１２月
天皇杯4次ラウンド
7日 未定
皇后杯2次・ファイナルラウンド
2次 3日・4日 未定
ＦＲ 14日～18日 未定
県ミニバスケットボールU10大会（冬季）
10日～18日
シダーアリーナ他

１月
第24回 Ｗリーグ橿原大会
7日 ジェイテクトアリーナ奈良

２月

３月

天皇杯 セミファイナル
15日 未定

天皇杯 ファイナル
11日 未定

第４７回近畿ミニ交歓大会

第５４回全国ミニバスケットボール大会
２８日～３１日代々木競技場

天皇杯 ｸｫｰﾀｰﾌｧｲﾅﾙ
4日 未定
県オールスター大会
２９日 葛城市民体育館

25日、２６日 京都府

ファイナルラウンド 23日～27日

大和高田市立総合体育館他

Ｕ１５部会
（中体連含む）

Ｕ１８部会
（高体連含む）

県中学校新人大会
16日～30日 会場未定

後期リーグ戦
１１月～２月 県下各中学校

全国ジュニアウインターＵ１５選手権大会

県U15カテゴリー招待大会
11日 天理市総合体育館他

４日～7日 東京都
U15クラブ新人大会
２９日、３０日 郡山西中学校他

県ジュニアウインターU15選手権大会
３日～１２日 ロートアリーナ奈良他

近畿高校定通大会
６日 堺市金岡公園体育館
全国高等学校選手権大会県予選
１０月１５日～１１月６日
ロートアリーナ奈良他

全国高等学校選手権大会
２３日～２９日 東京都

関西学生新人戦（予定）
11月中旬 各大学体育館

大学生関係

県高校新人大会
１月９日～２月５日
ジェイテクトアリーナ他

第74回全日本学生選手権大会
3日～11日 東京都

近畿高校新人大会
18日、19日 滋賀アリーナ

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

社会人連盟

第2回社会人バスケットボール
フレンドリーシップ40 女子 福島市
フレンドリーシップ50 女子 岡山市
フレンドリーシップ50 男子 姫路市
フレンドリーシップ50・60 男女
期日未定 上越市

奈良県社会人バスケットボール
（ＯＡ）リーグ戦 川西町中央体育館他

３x３ 部会
※Ｂ．ＬＥＡＧＵＥは除く

第5回社会人Ｏ-40・Ｏ-50バスケット
ボール選手権大会
期日未定 水戸市

奈良県社会人バスケットボール
冬季リーグ戦
吉野運動公園総合体育館他

第5回全日本社会人バスケット
ボール選手権大会
期日未定 福井市

奈良県社会人バスケットボール連盟

奈良県社会人バスケットボール連盟
フレンドリー（女子）第３回リーグ戦
長柄総合体育館

第９回 ３x３ Ｕ１８
第８回 ３x３

フレンドリー（女子）第４回リーグ戦
長柄総合体育館

日本選手権中日本大会
日本選手権中日本大会

日本選手権大会
日本選手権大会

未定

cf
強豪チーム招待奈良県交歓大会
２９日、３０日
大和高田市総合体育館他

