
平成平成平成平成２４２４２４２４年度山梨県年度山梨県年度山梨県年度山梨県バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール協会協会協会協会・・・・県内競技日程県内競技日程県内競技日程県内競技日程 Ｈ２４.１１.１現在

月 期 日 行 事 主 催 主 管 会 場

４ １（日）１５(日)２２(日) 平成２ 4 年度クラブ連盟選手権 県協会 クラブ連盟 富士北麓運動公園体

大会 兼 第６ 7 回国民体育大 クラブ連盟 育館

会選手選考会

７７７７((((土土土土))))８８８８((((日日日日)))) 第第第第 12 回全国障害者回全国障害者回全国障害者回全国障害者スポーツスポーツスポーツスポーツ大会 富士北麓運動公園大会 富士北麓運動公園大会 富士北麓運動公園大会 富士北麓運動公園

バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール競技関東地区 体育館競技関東地区 体育館競技関東地区 体育館競技関東地区 体育館

予選会予選会予選会予選会

５ ９(水)１０(木)１１(金)
第６４回県高校総体 兼

高体連･県協会 高体連専門部 高根・韮崎高・北麓

第６６回関東大会県予選 鐘山体育館

１３(日)
第３１回全国ママさんﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

家婦連 家婦連 若彦路体育館

交歓大会兼第１８回関東ママさ

んﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓大会県予選

２０(日) 第３４回ＮＨＫ杯交歓大会 県協会ﾐﾆ NHK ミニ連盟 吉田･南都留･都留

２６２６２６２６((((土土土土))))２７２７２７２７((((日日日日)))) 全国車全国車全国車全国車いすいすいすいすバスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール大 小瀬体育館大 小瀬体育館大 小瀬体育館大 小瀬体育館

会関東会関東会関東会関東ブロックブロックブロックブロック予選会予選会予選会予選会

６ ２(土)３(日)９(土)１０(日) 全国高校総体県予選 及び 高体連･県協会 高体連専門部 富士北麓公園体育館

１６(土)２３(土) ２４(日) 決勝リーグ 鐘山体育館・河口湖

町民

３(日)１０(日)１７(日) 第５５回山梨県中学校バスケッ 中体連 中学部

トボール選手権大会

１７(日) ２４(日) 関東スポ少競技別交流大会県予選 県体協･ミニ連 ミニ連 吉田･南都留･都留

７ １(日) 第 10 回山梨県ママさんバスケッ 県協会 家庭婦人 御坂体育館

トボール交歓大会

１(日)８(日)１５(日)
平成２４年度関東総合バスケッ

県協会 クラブ連

トボール大会山梨県予選

２６(木)２７(金)２９(日)
第６３回山梨県中学校総合体育

中体連 中体連

大会バスケットボールの部

２７(金)～２９(日) 関東スポ少競技別交流大会 体協 山梨県スポ少 河口湖

８

１（土）２（日） 高校１年生大会 県協会 高体連 鐘山・河口湖町民・

吉田高

９

２(日)９(日)
第６５回県体育祭

県体協･県協会 県協会 桃の里・御坂町体育

(県公認講習会) 館

１０ ７(日)１４(日)２１(日)
平成２４年度関東クラブ選手権

県協会 クラブ連

大会県予選

２７(土)２８(日) 全国選抜優勝大会県予選 県協会･高体連 高体連 高根・須玉・桃の里

日川

１１ ３(土) 全国選抜優勝大会県予選 県協会･高体連 高体連 小瀬スポーツ公園

準決勝･決勝

４(日)１１(日)１８(日)
第３４回山梨県中学校新人バス

中体連･中学部 中学部 浅川中･塩山中･石和

ケットボール大会 中･若彦路･桃の里

１１(日)１８(日) 第３４回関東大会県予選会 県協会･ミニ連 ミニ連盟 峡北支部

２５(日) ＫＩＤ’Ｓﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流会 県協会 ミニ連 峡北・東山梨・北

都留各支部

１２ ２（日） 第２０回山梨県ママさんバスケ 家婦連 家婦連 御坂体育館

ットボール交歓大会

２(日)９(日)１６(日)
山梨県クラブウィンターカップ

クラブ連 クラブ連 大泉・昭和町民・緑

９(日) 〔次期日本公認審査会〕 〔県協会〕 〔規則審判部〕 が丘・学院大

１５(土)
第３５回全国ﾐﾆ予選兼 UTY 旗

県協会･ﾐﾆ連盟 ミニ連 小瀬体育館

山梨県大会（開会式）



平成平成平成平成２４２４２４２４年度 山梨県年度 山梨県年度 山梨県年度 山梨県バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール協会協会協会協会・・・・県内競技日程県内競技日程県内競技日程県内競技日程(案) Ｈ２４.１１.１現在

月 期 日 行 事 主 催 主 管 会 場

Ｈ 25 １２(土)１３(日)
関東新人大会県予選 県協会･高体連 高体連 小瀬・緑が丘・山梨

１ １９(土)２０(日) 学院・日川

１２(土)１３(日)
第 13 回山梨県中学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

県協会 中学部 中巨摩・笛吹・東山

交流大会 峡北・峡南支部

２０（日)２６(土)
第４４回全国ﾐﾆ予選兼第３５回

県協会･ﾐﾆ連盟 ミニ連 中巨摩

UTY 旗
山梨県大会 甲府地区

２７(日)
第３２回山梨県中学生バスケッ

県協会 中学部 中巨摩・笛吹・東山

トボール１年生大会 峡北・峡南支部

２ ２(土)
第３４回全国ﾐﾆ予選兼 UTY 旗

県協会･ﾐﾆ連盟 ミニ連 小瀬体育館

山梨県大会 決勝

２(土)３(日)
第３２回山梨県中学生バスケッ

県協会 中学部 中巨摩・笛吹・東山

トボール１年生大会 峡北・峡南支部

９９９９((((土土土土))))１０１０１０１０((((日日日日)))) 関東高校新人大会 関東協会 県協会 小瀬体育館関東高校新人大会 関東協会 県協会 小瀬体育館関東高校新人大会 関東協会 県協会 小瀬体育館関東高校新人大会 関東協会 県協会 小瀬体育館

高体連 緑高体連 緑高体連 緑高体連 緑がががが丘体育館丘体育館丘体育館丘体育館

２４(日) 第 19 回山梨県ﾐﾆﾊﾞｽ新人大会 県協会･ミニ連 ミニ連 東西八代・東山梨

３ ２(日) 第 19 回山梨県ﾐﾆﾊﾞｽ新人大会 県協会･ミニ連 ミニ連 東山梨

※詳しい要項は各連盟のホームページを御覧ください。


