
平成29年度　事業計画 　　　　　　　　岡山県バスケットボール協会　　　　競技委員会 2017/2/16

県協会･実連･クラブ・専門・ママ 高　　体　　連 学連･中体連･ミニ 中　国　大　会 全　 国　　大　　会
 ＊第66回実業団優勝大会    9(三菱)、16(三菱)  ＊第70回県高校春季優勝大会

４ 　　　地区予選会 ( 16まで各地区)  ＊平成29年度全実競技大会中国地区予選会

 ＊第70回県高校春季優勝大会兼 　　22～23(広島県福山市)

　　　中国高校予選会  22～23（津山）

 ＊2017県ﾏﾏさんﾘｰｸﾞｴｳﾞｧﾓｱｶｯﾌﾟ　7（倉敷） 　  ＊中国大学春季優勝大会　3～7　 (岡山県倉敷市　福田) 　*内閣総理大臣杯争奪第45回日本車椅子選手権大会　

５  @ 第1回理事会　23 @ 第1回理事会　23 @ 第1回理事会　23 @ 第1回理事会　23 ＊支部・地区総体（14まで  各地区）  ＊第22回岡山県ミニ宮部記念大会  ＊第61回中国高校選手権大会　13～14　 (山口県維新百年記念公園)　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　3～5　（東京都渋谷区）

 ＊県ﾘｰｸﾞ兼第72回国民体育大会選手選考会  　7 (美作地区) 13～14（きびじ）  ＊第23回中国･四国･九州実業団大会 第40回日韓学生競技大会　19～21（東京都大田区）

  21(真備・倉敷)・28(真備・笠セ) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20～21（山口県岩国市）

 @ 社員総会　3 @ 社員総会　3 @ 社員総会　3 @ 社員総会　3  ＊第56回県総体兼ｲﾝﾀｰﾊｲ予選会  ＊第16回岡山県ﾌﾚｯｼｭ大会  ＊2017年中国大学新人大会　 9～11 (山口県周南市)

 ＊県ﾘｰｸﾞ兼第72回国民体育大会選手選考会       6/11～12 (ｼﾞｯﾌﾟ）  ＊第13回岡山県ミクロ大会

６ 　 4(真備・倉敷)　 18(笠セ)・25(真備・笠セ)         準決17  (笠ｾ )・決勝18  (笠総 ) 　　     24～25 （岡山市･倉敷市）

＊第14回OHK杯県ﾏﾏさん優勝大会　25(倉敷)

 ＊県ﾘｰｸﾞ兼第72回国民体育大会選手選考会  ＊第55回岡山県中学校総合体育大会 20～22  ＊第36回全国ﾏﾏさん交歓大会 29～30 (広島県広島市・呉市)

７ 　 2(真備・笠セ) 　  (総合文化・福田)　  ＊第13回中国ｸﾗﾌﾞ優勝大会  8～9   (山口県周南市)  ＊第70回全国高校総体(ｲﾝﾀｰﾊｲ)   7/28～8/2 (福島県福島市)

　 16(真備) 23(倉敷・玉森)30(真備・倉敷)  ＊平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会  7/31～8/3  (東京都渋谷区)

 @ 第2回理事会　11 @ 第2回理事会　11 @ 第2回理事会　11 @ 第2回理事会　11

＊第63回県総合選手権大会 　26・27　(笠総） ＊第34回県ミニ交歓大会  ＊第47回中国中学校選手権大会　7～9 （山口県）  ＊第55回男子第47回女子全日本教員選手権大会 11～14 (福井県福井市)

　　　　　　　12～13(総合文化･岡山市)  ＊第37回中国地区ミニ国体　19～20 　(広島県)  ＊第52回全国高等専門学校体育大会 26～27（ 長野県長野市)

８  ＊第24回県学生ﾘｰｸﾞ  ・ ・ ・  (未定)  ＊第22回全国専門学校選手権大会 22～25 （東京都大田区)

 ＊第47回全国中学校大会  23～25（沖縄県那覇市・沖縄市)

 @ 第3回理事会・ミニ国体報告会　2 @ 第3回理事会・ミニ国体報告会　2 @ 第3回理事会・ミニ国体報告会　2 @ 第3回理事会・ミニ国体報告会　2  ＊第48回全国高校選抜地区予選会  ＊全日本総合選手権大会　2次ラウンド  ＊第6回全日本クラブバスケットボール選抜大会  2 ～3   （静岡県浜松市 ）

９  ＊県ﾘｰｸﾞ後期 　　(  24 まで各地区) 　　　　　　　　　　　　　　　　  16～18　(大分県)  ＊平成29年度全日本実業団競技大会　9～11（神奈川県平塚市 ）

    3（六番川・ジップ）・10(ジップ)  ＊ｲﾝｶﾚ中国地区予選会   ＊ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2017　（日程調整中） (兵庫県)

     17(真備)・24(笠総・笠セ) 　　　　　　　　　　　　　  23～24　(岡山県倉敷市：福田公園)  ＊第15回全国ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 2～3(秋田県)

 ＊第70回県実業団選手権大会  ＊第16回中国ﾏﾏさん交歓大会　9～　　 (山口県ｿﾙﾄｱﾘｰﾅ)  ＊第72回国民体育大会  1～5 (愛媛県今治市・東温市・宇和島市・鬼北町)

      8 (三菱)、15（三菱）  ＊第48回全国高校選抜県予選会  ＊ｲﾝｶﾚ中国地区予選会 14～15　(岡山県倉敷市：真備) 　*第17回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会　28～30 　(愛媛県）

     1,2回戦  28～29  (岡山市内高校) 　　　　　　　　　　　　　　　　  21～22　(岡山県倉敷市：福田)

　　　　　　　　　　　　　　　　  28～29　(岡山県倉敷市：福田)

10  ＊第5回中国ｸﾗﾌﾞｼﾆｱ選手権大会，第10回中国ｸﾗﾌﾞｽｰﾊﾟｰｼﾆｱ交歓大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21～22（島根県松江市）

 ＊第44回全日本クラブ選手権大会県予選       準決・決勝　3～4（玉森）  ＊H29年度県中学校秋季大会　 5～6 　*社会人選手権プレ大会　4～5 (愛知県小牧市)

11      12(笠総・笠セ・六番)・19（六番・笠セ）   　  5(備前総合・他)・6(六番川)  ＊第69回全日本大学選手権大会(ｲﾝｶﾚ)男子　20～26(東京都渋谷区・大田区)

      26(六番)  ＊平成29年度新人戦地区予選会  ＊H29年度県中学校交歓大会  23  （美作地区）  ＊中国五大学学生競技会　(未定)  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　11/28～12/3(宮城県仙台市)

 @ 第4回理事会　 @ 第4回理事会　 @ 第4回理事会　 @ 第4回理事会　29292929 　　(  26まで各地区)  ＊第32回県ミニ杯選手権大会  ＊第52回中国実業団選手権大会  ＊全日本総合選手権大会　3次ラウンド 

 ＊宮部弘之ｶｯﾌﾟママさん秋季大会  26(倉敷)   　 4～5（玉野市･岡山市)　23(未定) 　　　　　　　　　　　　　  18～19　(岡山県倉敷市) 　　　　　　　　　　　　　　　　  25～26　(調整中)

 ＊H29年度地区選抜交流戦  (総社東・西中) 

 ＊県一般ﾘｰｸﾞ 順位戦    10（笠セ）・17（笠セ）  ＊第31回西日本中学交歓会  26～28  ＊三地区学生選手権大会　  　(未定)  ＊第10回全日本ｸﾗﾌﾞｼﾆｱ選手権大会

12  ＊第4回3ｘ3日本選手権岡山県大会  17(笠セ)                                        （未定）  　第10回全日本ｸﾗﾌﾞｽｰﾊﾟｰｼﾆｱ交歓大会　2～3 (群馬県高崎市)

 ＊第70回全国高等学校選手権大会(ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ)　23～29 (東京都渋谷区)

 ＊ALL OKAYAMA WINTER CUP 1次ﾘｰｸﾞ 17  ＊第16回全国専門学校選抜大会　13～15   (新潟県新潟市 )

 ＊第4回3ｘ3日本選手権大会（U-18）　   (調整中 )

 ＊平成29年度県高校新人優勝大会  ＊ALL OKAYAMA WINTER CUP 2次ﾘｰｸﾞ 14  ＊第37回中国ミニ大会 6～8   (広島県)  ＊全日本総合選手権大会(ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ) 調整中 (東京都渋谷区)

１ 　　　　13～14(倉敷市内高校)  ＊第44回中国クラブ選手権大会　20～21（広島県広島市）

　　　　20～21(倉敷市内高校)

　　　　27～28(倉敷青陵 )

 ＊県一般ﾘｰｸﾞ 入替戦    4(笠セ)  ＊ALL OKAYAMA WINTER CUP 決勝ﾘｰｸﾞ 4  ＊平成29年度中国地区高校新人大会　9～11（島根県松江市）　 ＊第50回全日本実業団選手権大会　10～13 (大阪府大阪市)  

２  @　第5回理事会　21 @　第5回理事会　21 @　第5回理事会　21 @　第5回理事会　21  ＊第27回ＯＨＫ杯ミニ新人大会

 ＊第45回クラブ春季優勝大会      17(真備・中山・玉島・倉敷)

　　25（笠総・笠セ・真備)      18(真備)

 @ 臨時社員総会・納会　3 @ 臨時社員総会・納会　3 @ 臨時社員総会・納会　3 @ 臨時社員総会・納会　3  ＊第44回全日本ｸﾗﾌﾞ選手権大会 　10～12　 (佐賀県佐賀市・神埼市)

３  ＊第45回クラブ春季優勝大会  ＊第31回都道府県対抗ｼﾞｭﾆｱ大会 　(調整中)

 　 4(六番・真備・玉森  )　11（笠総）  ＊第49回全国ﾐﾆ大会  (調整中)

 ＊第4回3ｘ3日本選手権大会（OPEN)     (調整中)

  ※【体育館名称一覧表】

ｼﾞｯﾌﾟｱﾘｰﾅ岡山(ｼﾞｯﾌﾟ)、総合文化体育館(総合文化)、倉敷体育館(倉敷)、水島緑地福田公園体育館(福田)、玉島の森体育館(玉森)、真備総合公園体育館(真備)、美咲町体育館(美咲)、久米南町体育館(久米南)、山陽ふれあい公園体育館(山陽)、玉野ﾚｸﾚｾﾝﾀｰ(玉野ﾚｸ)

三菱化学ﾊｰﾄｱﾘｰﾅ(三菱)、岡山大学体育館(岡大)､ 岡山理科大学加計記念体育館(加計)、佐伯町民体育館(佐伯)、高梁市民体育館(高梁)、六番川水の公園体育館（六番）、備前市総合運動公園体育館(備前)、日生運動公園体育館（日生）、みまさかアリーナ（みまさか）

中山運動公園体育館(中山)、水島体育館(水島)、笠岡総合体育館(笠総)、笠岡市民体育ｾﾝﾀｰ(笠ｾ)、鴨方町勤労者体育ｾﾝﾀｰ(鴨方)､きびじｱﾘｰﾅ(きびじ)、白梅総合体育館(白梅)、津山市久米総合文化体育館(久米総）、津山市久米市民体育館(久米市民)、未定(未定)


