
大会名 開催期日 開催地 開催場所

国体成年女子選考会 4/1（日） 八戸市 八戸学院大学

第4回3×3日本選手権大会青森大会 4/7（土） 青森市 マエダアリーナ

【B】青森ワッツｖｓ福島ファイヤーボンズ 4/7（土）～4/8（日） 青森市 マエダアリーナ

3×3JAPAN　TOUR 4月～2019年3月 全国各地

国体成年男子選考会 4/14（土） 青森市 青森大学

【青森県バスケットボール協会　全体総会】 4/15（日） 青森市 青森県総合社会教育センター

国体成年男子練習会 4/15（日） 青森市 青森大学

【B】青森ワッツｖｓ香川ファイブアローズ 4/28（土）～4/29（日） 三沢市 国際交流スポーツ

【高】青森県高等学校春季バスケットボール大会 4/28（土）～4/30（月） 青森市 マエダアリーナ

国体成年女子練習会 5/6（日） 八戸市 八戸学院大学

【社】第１回日本社会人レディースバスケットボール交流大会県予選（予備日） 5/12（土） 十和田市

【ABA　第１回理事会】 5/13（日） 青森市

国体成年予選大会 5/19（土）～5/20（日） 青森市 青森大学

【社】第１回日本社会人レディースバスケットボール交流大会県予選 5/20（日） 十和田市

【中】青森県中学校春季バスケットボール大会 5/26（土）～5/27（日） 弘前市 青森県武道館

【大】春季北奥羽学生大会 5/26（土）～5/27（日） 弘前市

第4回3×3日本選手権大会 5/25（金）～5/27（日） 東京都 東京都体育館

【高】青森県高等学校総合体育大会 6/2（土）～6/4（月） 八戸市

【定通】青森県定通制高等学校総合体育大会 6/9（土）～6/10（日） 青森市

【大】青森県学生大会 6/9（土）～6/10（日） 弘前市

【ABA　定例評議員会】 6/10（日） 青森市

国体成年男子練習会 6/16（土） 青森市 青森大学

【車】第１８回全国障害者スポーツ大会車椅子バスケットボール競技　北海道・東北ブロック予選会 6/16（土）～6/17（日） 弘前市 岩木総合運動公園

【大】東北地区大学体育大会 6/22（金）～6/24（日） 福島県福島市 あづま総合運動公園

【JBA　評議員会】 6/24（日） 東京都

【高】東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼NHK杯大会 6/22（金）～6/24（日） 岩手県一関市 ユードーム

【東北協会定例理事会】 6/23（土） 岩手県一関市

【高専】東北高等専門学校 6/30（土）～7/1（日） 八戸市

U18選抜セレクション 6/30（土）～7/1（日） 未定

【高大社】青森県バスケットボール総合選手権大会2018地区予選（天皇杯・皇后杯） 6/30（土）～7/1（日） 県内６地区

【大】大学生選抜大会 7/6（金）～7/7（土） 愛知県豊田市

国体成年男子練習会 7/15（日） 青森市 青森大学

【中】青森県中学校体育大会夏季大会バスケットボール競技 7/15（日）～7/16（月） 八戸市

【社】青森県民体育大会 7/21（土）～7/22（日） 八戸市

【社】第１回日本社会人レディースバスケットボール交流大会東地域 7/27（金）～7/29（日） 神奈川県

【小】東北電力旗/東北ミニバスケットボール大会青森県予選会 7/28（土）～7/29（日） 弘前市

【高専】全国高等専門学校体育大会 8月（予定） 熊本県

【定通】全国高等学校定時制通信制体育大会 8/1（水）～8/4（土） 東京都世田谷区

【高】全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 8/2（木）～8/7（火） 愛知県名古屋市・一宮・小牧市

【中】東北中学校 8/8（水）～8/10（金） 山形県酒田市

【社】全日本教員バスケットボール選手権大会 8/9（木）～8/12（日） 茨城県日立市・水戸市

【小】東北電力旗/東北ミニバスケットボール大会 8/10（金）～8/13（月） 宮城県利府町 グランディ21

国体成年男子練習会 8/11（土） 青森市 青森大学

U18選抜県外遠征 8月中旬予定 未定

【高大社】天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会１次ラウンド
青森県バスケットボール総合選手権大会2018（決勝トーナメント）

8/18（土）～8/19（日） 青森市予定

U18強化練習会 8/23（木）予定 弘前市予定

【専】全国専門学校総合体育大会 8/20（月）～8/24（金） 北海道札幌市

【中】全国中学校バスケットボール大会 8/22（水）～8/25（土） 山口県防府市・山口市

東北総合体育大会（ミニ国体） 8/24（金）～8/26（日） 宮城県白石市 ホワイトキューブ

東北協会定例理事会 8/25（土）

【大】大学生１部リーグ 8/31（金）～9/2（日） 仙台市 東北学院泉キャンパス

【社】日本スポーツマスターズ2018 9月（予定） 北海道札幌市

【社】東北O-40/O-50青森県予選（青森県レディース秋季大会） 9/1（土）～9/2（日） 八戸市予定

【大】大学生１部リーグ 9/8（土）～9/9（日） 仙台市

天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会２次ラウンド東ブロック 9/15（土）～9/17（月祝） 宮城県

【JBA　全国専務理事連絡会】 9/22（土）

【大】秋季北奥羽学生大会 9/22（土）～9/23（日） 弘前市

U18男子県外遠征 9/27（木）～9/30（日） 未定

【社】東北O-40/O-50選手権大会 9/29（土）～9/30（日） 岩手県盛岡市

（仮称）ママさんオープン大会 9/29（土）～9/30（日） 十和田市

国民体育大会 9/30（日）～10/4（木） 福井県福井市・永平寺町

【大】東北大学バスケ 10/12（金）～10/14（日） 宮城県

【社】全国社会人大会青森県予選会 10/20（土）～10/21（日） 弘前市

【高】ウィンターカップ2018
全国高等学校バスケットボール選手権大会青森県予選

10/27（土）～10/28（日） 十和田市

Wリーグ　JX-ENEOS　ｖｓ　日立ハイテク 11/3（土）～11/4（日） 三沢市 国際交流スポーツセンター

【中】青森県中学校秋季バスケットボール大会 11/3（土）～11/4（日） 青森市 青森市民体育館

【社】東北社会人選手権大会 11/16（金）～11/18（日） 福島県福島市

東北定例理事会 11/17（土） 福島県

【高】青森県高等学校新人バスケットボール大会 11/17（土）～11/18（日） 弘前市

【社】全日本社会人O-40/O-50バスケットボール選手権大会 11/23（金）～11/25（日） 鹿児島県鹿児島市

【中】青森県中学校地区選抜大会 11/23（金）～11/24（土） 開催地区未定

第5回3×3　U18日本選手権大会 12月予定 調整中

【ABA　第２回理事会】 12/1（土） 五所川原市予定

会長杯 12/1（土）～12/2（日） 五所川原市 五所川原市民体育館

【大】全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ） 12/10（月）～12/16（日） 東京都世田谷区

【大】東北大学新人 12/16（日） 岩手県盛岡市

【大】東北大学新人 12/22（土）～12/23（日） 仙台市

【小】全国ミニバスケットボール大会青森県予選 12/22（土）～12/23（日） 十和田市

【高】ウィンターカップ2018全国高等学校バスケットボール選手権大会 12/23（日）～12/29（土） 調整中

【JBA　全国専務理事連絡会】 1月

【高】青森県高等学校新人バスケットボール大会決勝大会 1/12（土）～1/13（日） 五所川原市 五所川原市民体育館

東北協会専務理事会 2月（予定）

【高】東北高校新人 2/1（金）～2/3（日） 秋田県

【ABA　第３回理事会】 2/9（土） 青森市

【社】全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 2/9（土）～2/12（火） 調整中

U16　強化合宿 2/16（土）～2/17（日） 青森市予定

【小】青森県ミニバスケットボール新人大会 2/23（土）～2/24（日） 三戸郡

3×3の日 3/3（日） 県内各地

【小】東北ブロック　スポ少・ミニバス交歓大会 3/9（土）～3/10（日） 弘前市・黒石市・藤崎市

【社】全日本社会人バスケットボール選手権大会 3/16（土）～3/18（月） 鳥取県鳥取市

U16　強化練習会 3/21（木祝） 青森市予定

【JBA　臨時評議員会】 3/21（木祝）

【中】ジュニアオールスター2019 3/28（木）～3/30（土） 調整中

【小】全国ミニバスケットボール大会 3/28（木）～3/30（土） 調整中

・最新情報は青森県バスケットボール協会ホームページ www.aomori.japanbasketball.jp に掲載しています。

<色分けについて> 全国規模大会 東北規模大会 国体強化合宿等
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・国体成年男女・U18等の練習会は、追加及び変更となる可能性があります。


