
　 

　

日立 vs シャンソン

地域ﾘｰｸﾞ
7/23・24

8月下旬-11月上旬

8/29・30 （未）

5/31-6/7 （未）
関西学生バスケットボールリーグ戦

関西女子学生バスケットボールリーグ戦

8/10-12

8/20-23 2次ﾗｳﾝﾄﾞ 9/19-21 （未）

２０２０年度　一般財団法人　兵庫県バスケットボール協会　
＜兵庫県協会＞

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
県総合 天皇杯・皇后杯 WMG2021関西ﾘﾊｰｻﾙ大会

兵庫県協会

＜その他部・連盟の競技大会など＞

近畿ブロックなど
（育成事業含む）

国民体育大会

都道府県代表決定戦 9/5・6 （中）

近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会
第96回天皇杯・第87回皇后杯

1次ﾗｳﾝﾄﾞ 9/12・13 （北信越）

（滋賀県）

社会人連盟

地域
リーグ

男子 近畿ﾘｰｸﾞ
女子 西日本ﾘｰｸﾞ

6/6-12/31

オープン

第3回社会人ﾘｰｸﾞ ALL JAPAN TEACHERS

（赤穂市民総合体育館）

6/6-3/14 BASKETBALL FESTIVAL

（福岡県北九州市）

シニア

第3回社会人ﾘｰｸﾞ 第3回全日本社会人O-40/O-50

6/6-3/14 選手権近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会
9/5・6 （滋賀県野洲市）
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2020

第3回社会人O-40/O-50選手権大会（延期） 9/19-22 （愛媛県）
6/6･7・20･27･7/4 （神・川・文）

エン
ジョイ

第3回社会人ﾘｰｸﾞ

6/6・7･20 （神・川）

6/6-3/14
第3回日本社会人ﾚﾃﾞｨｰｽ
交流大会兵庫県予選（延期）

U18部会
高体連

顧問総会（中止） 第64回兵庫県高校総合体育大会（中止） 全国高校総合体育大会（中止） BASKETBALL LEAGUE HYOGO

BASKETBALL LEAGUE HYOGO

4/13 （神戸ﾎﾟｰﾄｵｱｼｽ） 5/9・10・24・30・31・6/5-7 （総ほか） 8/12-18 （石川県） 入替戦
第67回近畿高校大会（中止） 県DC 8月～3月 9/26・27

6/19-21 （グ）

6/20-9/22

U15部会
中体連

中学校委
ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ委

県DC 5月～7月（中止） 第64回兵庫県中学校 第69回近畿総体（中止）

第24回日韓青少年交流ｽﾎﾟｰﾂ

春季ﾘｰｸﾞ 5月～8月（中止） 選手権大会 8/6･7 （総）

8/22-25 （三重県津市･伊勢市）

兵庫部活ﾘｰｸﾞ

7/26・27 （駒） 第50回全国中学校大会（中止）

8/16-22 （姫路）（中止）

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ

U12部会
ミニ連

第3回ﾘｰｸﾞ前期（中止） 第38回優勝大会（中止） 兵庫県交歓大会 第3回ﾘｰｸﾞ後期
5/2-7/26 7/11・12 （王） ﾌﾚｯｼｭﾐｸﾛ 9/5-12/27

8/29･30

３×３
兵庫県選手権

近畿車いす大会天皇杯予選（中止） 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ近畿予選（中止） （おおきに舞洲アリーナ） 第46回のじぎく杯（中止）
5/24 （ｱﾐﾃｨ舞洲）

天皇杯西日本2次予選会車いす
連盟

近畿ツイン選抜大会（中止） 東海・近畿・中四国ツイン大会（中止）

7/25・26 （交）

関西学生選手権大会（延期） 西日本学生選手権（中止）

学生連盟
4/12・18・19・25・26・29・5/4・5 （東淀川ほか）

第69回男子、第61回女子

全関西女子学生選手権（中止）

兵庫県学生選手権大会（延期）

5/16･17･23･24 （未）

専門学校
関西専門学校選手権大会 全国専門学校選手権大会

日程等未定

高専・定通

県定通大会（中止） 近畿定通大会兵庫県予選

近畿高専大会（中止）
6/13・14 （昆陽・香風） 9/26・27 （昆陽・香風）

全国定通大会（中止）
8/15-19 （東京都）

6/27･28 （京都府舞鶴市）
全国高専大会（中止）

9/4-6 （グ）

ＷＪＢＬ
(B.LEAGUE)

9/26・27 （尼）

グ・・・グリーンアリーナ神戸 ０７８（７９６）１１５５ 加・・・加古川市立総合体育館 ０７９（４３２）３０００ 中・・・神戸市立中央体育館 ０７８（３４１）７９７１

王・・・王子スポーツセンター ０７８（８０２）０２２３ 尼・・・尼崎ベイコム総合体育館 ０６（６４８９）２０２７ ニ・・・ニチイ学館神戸 ０７８（３０４）５９９１

０７９８（４３）１１４３ 神・・・神鋼加古川体育館

地区DC 8月～11月

０７９（４３５）１９９０ 北・・・北神戸田園スポーツ公園体育館 ０７８（９５１）５９０１総・・・県立総合体育館

4/18・19 （ｱﾐﾃｨ舞洲） 9/26・27 （愛媛県今治市）

5/17 （ｱﾐﾃｨ舞洲） 6/13・14 7/4・5 （交）4/5 （大阪府大阪市）
東京パラリンピック（延期）

8/25-9/6 （東京都）
ツイン日本選手権大会（中止） 第27回あじさい杯女子（中止）

9月中旬 （未）



シャンソン vs デンソー

日程等未定

U18ブロックDC （未）

第96回天皇杯 4次ﾗｳﾝﾄﾞ

2/3 （未）

3/13 （東京都）
第87回皇后杯 ﾌｧｲﾅﾙ

日程等未定

3/20 （グ）

第96回天皇杯 3次ﾗｳﾝﾄﾞ
10/31・11/1 （未）

12/17-20【うち3日間】

関西学生新人戦
8月下旬-11月上旬

第96回天皇杯 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾙ

関西学生バスケットボールリーグ戦
関西女子学生バスケットボールリーグ戦

１０月 １１月

競技予定（関係協会・連盟も含む）
１２月 １月 ２月 ３月

第33回兵庫県県民大会
11/21・22・23・12/5 （神・文） ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｶｰﾆﾊﾞﾙ

第96回天皇杯 ﾌｧｲﾅﾙ4

第96回天皇杯 ﾌｧｲﾅﾙ8 第31回近畿高校新人大会第74回国民体育大会
1/13 （未）

（鹿児島県鹿児島市）

U12・14・16 オニツカ杯

10/8-12 11/28・29 （未） 12/16 （未）
第87回皇后杯 2次ﾗｳﾝﾄﾞ

2/20・21 （グ）

U12ブロックDC

第3回全日本社会人地域ﾘｰｸﾞ

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
2/20-22

（静岡県浜松市）

第3回社会人選手権 第3回全日本社会人選手権
近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会 3/6-8

第3回社会人選手権大会
10/3・10･31･11/14 （神）

1/23・24 （栃木県宇都宮市）
（和歌山県橋本市）

第3回全日本社会人O-40/O-50

選手権大会
11/21-23

（広島県福山市）

第3回日本社会人ﾚﾃﾞｨｰｽ交流大会/中地区
10/31・11/1 （愛知県豊田市）

第73回全国高校選手権大会ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ予選 ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ2020 第73回兵庫県高校新人大会

10/24・25・31・11/1 （グほか） 12/23-29 （東京都） 2/6-8 （淡ほか）

ｼﾞｭﾆｱｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ 地区DC 11月～1月 近畿ＤＣ交流試合
ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ予選 秋季ﾘｰｸﾞ 12/12・13・19

第72回県中学校選抜優勝大会　 

（愛知県）

（上郡ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他） 冬季部活ﾘｰｸﾞ

1/4-11【うち4日間】
（東京都）

第1回ｼﾞｭﾆｱｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ

第51回県ミニ選手権大会　

全国ミニ大会

第6回U18日本選手権
11月下旬 （未）

3/28-30

2月下旬 （未）

1/30･31 （未） 

Ｕ25日本選手権
3/20・21 （愛知県豊田市）

天皇杯第48回日本選手権 第35回伊丹杯
11/1 （京都府宇治市）

2/27・28 （交）

1/29-31 （東京都調布市）
第20回全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ 皇后杯第31回日本女子選手権

12/6 （交） 1/16・17 （愛媛県今治市） 2/12-14 （大阪府大阪市）

2/20・21 （伊丹市）

近畿ツイン選手権 国際親善女子大阪カップ

第43回近畿選手権

12/7-13 （東京都）

第24回全国シニア選抜大会

11月中旬-12月上旬

11/28・29 （グ）

関西女子秋季トーナメント
11/16-24 （未）

第72回全日本大学選手権

全国専門学校選抜大会関西専門学校　秋季リーグ戦

近畿定通大会
11/15

（ｼﾞｪｲﾃｸﾄｱﾘｰﾅ橿原）

1/16・17（姫）

姫・・・ウインク体育館 ０７９（２９８）０９５１０７８（９２７）２７２７

文・・・神戸常盤アリーナ

交・・・兵庫県立障害者スポーツ交流館 ０７２（７５９）９７１２川・・・川西市総合体育館

駒･･･駒ヶ谷運動公園体育館 ０７９（５６５）７２２８

０７８（６３１）１７０１淡・・・南あわじ市文化体育館 ０７９９（５０）５０７７

　　　　(県立文化体育館)

　　　　(姫路市立中央体育館)

第1回ｼﾞｭﾆｱｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ
兵庫県予選 第9回ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾗﾌﾞｹﾞｰﾑ

10/24-26 （鹿児島県）

第34回日本ツイン近畿予選 西日本選抜大会
10/5・6 （交）

のじぎく杯ツイン

県DC 1月～3月 男子 （京都府）

近畿ミニ交歓大会
1/23・24 （加古川） 未定 （和歌山）

10/17・18 （兵庫県） （東京都） U14ブロックDC （未）

日本選手権

10/25 （未）･31 （グ）

女子 2/28 （中）

地区DC交流試合

県選抜ﾄﾗｲｱｳﾄ


