
平成３０年度　事業計画　
月・日・曜 事業内容 会場 備考

５／１２（土） 栃木県ミニバスケットボール連盟準備会議 ニューイタヤ 14：00～

６／７（木） 第3８回県スポーツ少年団大会代表者会議・開会式 県武道館会議室 19：00～

６／１６（土）

県体育館②西方体育館②那珂川
町体育館②さくら市体育館②那須
町スポーツセンター②

　　 １７（日） 県体育館②さくら市体育館②

　　 ２３（土） 県体育館②

８／２５（土） ミニバスケットボールクリニック 県北体育館

１０／８（月） 第1回理事会 雀宮体育館（未定）
宇河大会最終日閉
会式終了後

１０／２１（日）
第４３回栃木県ミニバスケットボール大会代表者会議資料作成 篠井小学校 １５：００～

１０／２８（日） 第４３回栃木県ミニバスケットボール大会代表者会議 鹿沼文化センター（未定）
９：３０～

１１／１１（日）
鹿沼総合体育館③県北体育館②
その他⑤

　　　１７（土）
鹿沼総合体育館③県北体育館サ
ブ①

　　　１８（日）　
県体育館②

審判講習会
第2回理事会

１２／２（日）
第50回全国ミニバスケットボール大会栃木県予選会代表者会議資料作成篠井小学校 １５：００～

１２／８（土）
第50回全国ミニバスケットボール大会栃木県予選会代表者会議準備 鹿沼文化センター（未定）

１８：００～

１２／９（日）
第50回全国ミニバスケットボール大会栃木県予選会代表者会議鹿沼文化センター（未定） (８：４０開場)９：００

　～１１：３０【厳守】

１／ １２（土）　

清原体育館③雀宮体育館②トレセン②
田沼アリーナ③県体育館②その他④

　　　１３（日）
清原体育館③雀宮体育館②鹿沼総合
体育館③田沼アリーナ③県体育館②

      １９（土）
田沼アリーナ③トレセン②

　　  ２０（日） トレセン② 第3回理事会

２／９（土） 鹿沼総合体育館③

　　　１０（日） 鹿沼総合体育館③ 第4回理事会

４／　　　（土） 第１回県公認審査会 未定

９/       （　） 第２回県公認審査会 未定

４月～８月 地区ディレクター育成講習会　全2回 上三川いきいきプラザ（未定）随時開催予定

４月～８月 ＭＣ講習会　全８回 上三川いきいきプラザ（未定）随時開催予定

６／30（土） Ｕ‐12エンデバー選手選考会 未定

１１／２３　（金）第2回Ｕ‐12エンデバー選手選考会 未定

１２／１６　（日）Ｕ‐12選抜選手選考会 未定

2 ／9（土）10(日)
ＪＡ共済・県ミニ連審判講習会 鹿沼総合体育館

第3８回県スポーツ少年団大会兼
第3７回関東ブロックスポーツ少年団ミニバスケットボー
ル交流大会県予選会

第４３回栃木県ミニバスケットボール大会

第50回全国ミニバスケットボール大会栃木県予選会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

JA共済カップ第1５回栃木県ミニバスケットボールフェス
ティバル　（県協会）



県外試合
月・日・曜 大会名 参加チーム 開催都県

７／27（金） 　　　　　　　　　　　　　　（男子）山梨県

７／28（土） 　　　　　　　　　　　　　　（女子）山梨県

７／29（日）

1／４　　　（金）
第４０回関東ミニバスケットボール大会

　　　　　　　　　　　　　（男子） 千葉県

１／５　　　（土） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 千葉県

1／６　　　（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 千葉県

　　　　　　　　　　　　　（女子） 千葉県

３／28（木） 　　　　　　　　　　　　　（男子）

３／29（金） 　　　　　　　　　　　　　（女子）

３／30（土）

第3７回関東ブロックスポーツ少年団ミニバスケットボー
ル交流大会

第５０回全国ミニバスケットボール大会



県外招待試合

月・日・曜 大会名（開催　県・市町村） 参加チーム 地区及び選考基準

４／２８ （木） 鹿沼東光　　　　　　　（男子） 上都賀

４／２９ （土） 北押原　　　　　　　　　（女子） 上都賀

５／３（木） 大田原城山　　　　　　（男子） 北那須

　　　４（金） 黒田原　　　　　　　　　（女子） 北那須

５／１９（土） 足利南クラブ　　　　　　（男子）足利

　　　２０（日） 足利南クラブ　　　　　　（女子）足利

５／１９（土） 国分寺クラブ　　　　　　（女子）

　　　２０（日） 石橋シューターズ　　　（女子）

７／ 1４（土） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 宇河

７／ １５（日） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 下都賀

　　　　　　　　　　　　　（女子） 宇河

　　　　　　　　　　　　　（女子） 下都賀

７／２２（日）
マリンボールカップ（横浜）

　　　　　　　　　　　　　（男子） 中止

8／５（日）
マリンボールカップ（横浜）

　　　　　　　　　　　　　(女子) 中止

8／（日）
横須賀カップ（神奈川）

　　　　　　　　　　　　　（男子） 上都賀

8／5（土）
横須賀カップ（神奈川）

　　　　　　　　　　　　　（女子） 上都賀

8／ １１（土）
東村山ＪＣカップ2018（東京）

　　　　　　　　　　　　　（男子） 南那須

8／ １２（日）
　　　〃

　　　　　　　　　　　　　（女子） 南那須

８／ 24（金） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 県スポ少１位

　　　25（土） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 県スポ少２位

　　　26（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 県スポ少１位

　　　　　　　　　　　　　（女子） 県スポ少２位

７／２１（土） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 北那須

7／２２（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 下都賀

　　　　　　　　　　　　　（女子） 下都賀

８／１８（土）　　 　　　　　　　　　　　　　（女子） 宇河

８／１９（日）　　 　　　　　　　　　　　　　（女子） 宇河

８／２５（土） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 県ｽﾎﾟ少３位

８/２６（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 県ｽﾎﾟ少３位

８／２５（土）
富士ましみず杯

　　　　　　　　　　　　　（男子） 上都賀

８/２６（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 上都賀

１０／７（日） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 佐野

　　　８（月） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 佐野

１２／2（土） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 下都賀

１２／3（日） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 下都賀

11／24（土） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 下都賀

11／25（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 下都賀

１２／9（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 宇河

１２／16（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 上都賀

12／22（土） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 宇河

12／23（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 宇河

１２／１５（土）
船橋カップ（千葉）

　　　　　　　　　　　　　（女子） 宇河

１２／１６（日）
船橋カップ（千葉）

　　　　　　　　　　　　　（男子） 宇河

２／2（土） 　　　　　　　　　　　　　（男子） 県大会３位

　　3（日） 　　　　　　　　　　　　　（女子） 県大会３位

3／ ３（日） 　　　　　　　　　　　　（男子）
招待試合に行っていない全
国予選上位

　　　　　　　　　　　　　（女子）

招待試合に行っていない全
国予選上位

志木カップ（埼玉）

第３０回県中地区ミニバスケットボールフェスティバル内
藤杯争奪戦（福島）

太田カップ（群馬）

天平カップ（下野市）

サマーチャレンジ山梨2018

TOMIURAさざ波大会（千葉）南房総市

けやき杯バスケットボール選手権（東京）

鹿島アントラーズ杯（茨城）

高崎だるまカップ(群馬）

関東招待試合（東京）

Ｍｔ．Ｆｕｊｉサマーキャンプ（山梨）

山中湖フラワーカップ（山梨）

取手市グリーンカップ（茨城）

沼田市アップルフェスティバル（群馬）

千葉香取カップ

富士吉田　ふじやまカップ（山梨）


