
2022年度　　埼玉県バスケットボール協会事業予定表/ 上半期 ２０２２年４月１日現在                       競技団体名 ：                            NO.1

県　　内　　競　　技　　会 県　　内　　講　　習　　会　　等 県　外　派　遣　競　技　会　等　

月 日 事　　　業　　　名 会　　　場　　　名 月 日 事　　　業　　　名 会　　　場　　　名 月 日 事　　　業　　　名 会　　　場　　　名

2,3 埼玉カップ２０２2 上尾運動公園体育館他 24 社会人連盟総会 スポーツ総合センター【講堂】午前

4 16,17 日本スポーツマスターズ2022県予選 深谷ビックタートル 4 24 令和4年度国体予選成年の部代表者会議 スポーツ総合センター【講堂】午後 4

30 志木カップ2022 志木市民体育館他 未定 U12カテゴリー部会総会 調整中

1 志木カップ2022 志木市民体育館他 8 指名強化研修会 入間市民体育館 21,22

3,8,15,22
2022年度　第３回埼玉県U15バスケットボール選手権
大会一次予選大会

深谷ビックタートル,上尾運動公園体育館,幸手ア
スカル その他県内各地 22 C級審判取得講習会(U18西) 川越東高校

8,22,29 令和4年度国体予選成年の部 入間市民体育館他 29 第一回社会人連盟B級　３PO強化研修会① 志木市民体育館

5 13,14,16,20,21 関東高等学校バスケットボール大会埼玉県予選 深谷ビックタートル他 5 未定 U12育成センタースタッフ研修会 未定 5

未定

5 令和４年度国体予選成年の部 上尾運動公園体育館 5 第一回社会人連盟B級　３PO強化研修会② 上尾運動公園 4,5 関東高等学校バスケットボール大会（男子） 神奈川県

17,18,19,25,27
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大
会　　埼玉県予選

本庄シルクドーム他 12
ＯＡ選手権県予選/フレンドリーシップ交流
代表者会議

スポーツ総合センター【講堂】 11,12 関東高等学校バスケットボール大会（女子） 栃木県

26 ＯＡ選手権県予選/フレンドリーシップ交流 くまがやドーム 26 U12DC育成センター スポーツ総合センター 18,19 あじさい杯 玉津総合リハビリセンター

6 6 26 第一回社会人連盟C級／D級取得講習会 くまがやドーム 6

未定 指名強化研修会 未定

11 第3回U12カテゴリー部会

3 ＯＡ選手権県予選/フレンドリーシップ交流 狭山市民総合体育館 24 U12DC育成センター スポーツ総合センター 2,3 第48回日本車いすバスケットボール選手権大会東日本1次予選会 藤沢市善行のスポーツセンター

未定
第９８回天皇杯・第８９回皇后杯
全日本選手権大会　埼玉県代表決定戦

大宮北高校 24 社会人リーグ（全チーム区分）代表者会議 スポーツ総合センター 27～8/1 学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会（男子） 香川県　高松市他

22～26 中体連学校総合体育大会（案） 児玉エコーピアその他 未定 Ｃ級審判取得講習会(U18北,東） 未定 15〜18 全国TO研修会 未定

31 ＯＡ選手権県予選/フレンドリーシップ交流 大里体育館 未定 Ｃ級審判取得講習会(U18南） 上尾高校

7月～10月 U12バスケットボール秋季リーグ支部大会 各支部会場 未定 B級審判取得講習会(U12) 未定

未定 C級・D級審判取得講習会(U12) 未定

7 7 未定 B級C級審判研修会（U15) 未定 7

未定 B級更新講習会 未定

未定 C級審判講習会(U18南) 上尾高校

未定 社会人連盟所属競技者向けTO研修会 大宮北高校

未定 県内トップリーグ担当者向け　TO研修会 大宮北高校

7,21,28 県社会人リーグ 入間市民体育館他 21,28 第二回社会人連盟B級　３PO強化研修会①② 羽生臣民体育館他 8.9.10 第51回関東中学バスケットボール大会 未定

11 U12育成センター夏季交流大会 ウイングハット春日部 未定 B級審判取得講習会(U12) 深谷市総合体育館 6,7 皇后杯 神戸グリーンアリーナ

未定 C級・D級審判取得講習会(U12) 未定 4～7 全国高等学校定時制通信制体育大会第32回バスケットボール大会 東京都

8 8 未定 B級更新講習会 未定 8 20,21 国民体育大会関東ブロック予選 東京都

未定 C級審判研修会（U18北） 鴻巣女子高校 20～23 第52回全国中学バスケットボール大会 北海道　札幌市

未定 C級審判更新講習会（U18北） 秩父文化体育センター 24～27 第26回全国専門学校バスケットボール選手権大会 愛知県　名古屋市

未定 県内トップリーグ担当者向け　TO研修会 未定 10～15 学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会（女子） 新潟県新潟市

26.27 第57回全国高等専門学校体育大会　バスケットボール競技

3,4 ウインターカップ埼玉県予選 越谷市立総合体育館,深谷ビッグタートル 16 C級審判研修会(U18西) 未定

4,11,25 県社会人リーグ 上尾運動公園体育館他 18 全日本社会人選手権大会県予選代表者会議 スポーツ総合センター 23～26 日本スポーツマスターズ2022バスケットボール競技 岩手県

18，19，23，25
2022年度　第３回埼玉県U15バスケットボール選
手権大会二次予選大会

本庄シルクドーム、上尾運動公園、熊谷ドーム
その他県内各地

4,11 第二回社会人連盟B級　３PO強化研修会③④ 大里体育館他 17,18 全日本社会人O-40/O-50選手権大会　関東ブロック予選 山梨県甲府市

9 9月～12月 U１５リーグ戦 県内各地 9 未定 B級審判取得講習会(U12) 大宮北高校 9 2〜4 全国TO研修会 未定

未定 C級・D級審判取得講習会(U12) 未定

未定 B級更新講習会 未定

未定 C級審判研修会(U18東) 未定

未定 県内トップリーグ担当者向け　TO研修会 未定

未定 県内トップリーグ担当者向け　TO研修会 未定

一般社団法人　埼玉県バスケットボール協会

第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」リハーサ
ル大会兼関東ブロック予選会

栃木県立県南体育館（車いす）
栃木県総合運動公園（知的）



2022年度　　埼玉県バスケットボール協会事業予定表/ 下半期 ２０２２年４月１日現在 競技団体名 ：                            NO.2

県　　内　　競　　技　　会 県　　内　　講　　習　　会　　等 県　外　派　遣　競　技　会　等　

月 日 事　　　業　　　名 会　　　場　　　名 月 日 事　　　業　　　名 会　　　場　　　名 月 日 事　　　業　　　名 会　　　場　　　名

2,9,16,23,30 全日本社会人選手権大会埼玉県予選 吉見町民体育館他 1 C級審判研修会(U18西) 豊岡高校 2～6 第77回国民体育大会　バスケットボール競技 栃木県　宇都宮市

10 ウインターカップ埼玉県予選 深谷ビッグタートル 2 指名強化研修会 上尾運動公園体育館 予定 日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙフレンドリーシップ40 福島県　福島市

2,9,16,23 第三回社会人連盟B級　３PO強化研修会①②③④ 上尾運動公園体育館他 予定 日本社会人女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙフレンドリーシップ50 岡山県　岡山市

10月～12月 U10バスケットボール大会 各支部会場 12 U12バスケットボール大会代表者会議 スポーツ総合センター 1,2 第48回日本車いすバスケットボール選手権大会東日本2次予選会 元気フィールド宮城野体育館

16,23 社会人連盟所属競技者向けTO研修会 大里体育館【確定】 予定 日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙフレンドリーシップ60 兵庫県　姫路市

22 U12DC育成センター スポーツ総合センター 予定 日本社会人男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙフレンドリーシップ50 新潟県　上越市

10 10 未定 B級審判取得講習会(U12) 白岡高校 10 29～31 栃木いちご一会とちぎ大会 第22回全国障害者スポーツ大会 栃木県小山市

未定 C級・D級審判取得講習会(U12) 未定

未定 B級更新講習会 未定

未定 BC級審判研修会（U15） 未定

未定 C級審判研修会(U18東) 未定

新人体育大会代表者会議・専門委員長会議

3，6，23
2022年度　第３回埼玉県U15バスケットボール
選手権大会最終予選大会

児玉エコーピア、本庄シルクドーム 6 第二回社会人連盟C級／D級取得講習会 未定 予定 第5回　全日本社会人Ｏ-40/Ｏ-50選手権大会 茨城県　水戸市

3,6,13 U12バスケットボール大会 行田、本庄、春日部 20 第一回C・D級強化研修会（B級新規取得講習会推
薦者セレクション含む）

狭山市民総合体育館

11 6,20,27 県社会人リーグ くまがやドーム他 11 未定 C級・D級審判取得講習会(U12) 未定 11

11～14 中体連新人兼県民総合スポーツ大会 児玉エコーピア他 未定 B級更新講習会 未定

13 ３ｘ３埼玉県予選 狭山市民総合体育館

23 U12育成センター秋季交流大会 ひだかアリーナ

11 ゴールドマスターズ大会（プラチナ） 大里体育館 11 リフレッシュ研修 スポーツ総合センター 3,4 全日本社会人選手権　関東ブロック予選 深谷ビッグタートル

18 県社会人リーグ 大里体育館 18 B級審判取得講習会 川口市立高校 23～29 ウインターカップ2022　全国高等学校バスケットボール選手権大会 東京都

12 12 24 U12DC育成センター スポーツ総合センター 12 未定 皇后杯　ファイナルラウンド 未定

12月～1月 U12バスケットボール冬季リーグ大会 県内各所 未定 C級・D級審判取得講習会(U12) 未定

未定 C級審判研修会(U18東) 未定

１月～３月 U14リーグ戦 県内各地 28 U12DC育成センター スポーツ総合センター 予定 Jrウインターカップ2022　全国U15バスケットボール選手権大会 東京　予定
13,14,15,20,21,2
2

埼玉県高等学校バスケットボール新人大会 和光市総合体育館他 29 Ｂ級Ｃ級審判研修会(U18南） 伊奈学園総合高校 19～21 天皇杯 第49回日本車いすバスケットボール選手権大会 東京体育館

1 8,15,22,29 県社会人リーグ くまがやドーム他 1 29 Ｃ級審判取得講習会(U18南） 伊奈学園総合高校 1

29 コバトンカップ 本庄シルクドーム 未定 B級更新講習会 未定

1月～3月 U11新人リーグ支部大会 各支部会場 未定 C級・D級審判取得講習会(U12) 未定

5,12,19,26 県社会人リーグ 大利根文化体育館他 4 第４回U12カテゴリー部会 スポーツ総合センター 11,12 関東高等学校バスケットボール新人大会 神奈川県

19 四支部大会 未定 11 C級審判取得講習会(U18西) 川越西高校 第5回全日本社会人バスケットボール選手権大会 福井県　福井市

25.26.3/12 彩の国ふれあいピックバスケットボール大会 くまがやドーム他 19 第二回C・D級強化研修会 児玉総合公園体育館エコーピア

2 2 26 U12DC練習会 スポーツ総合センター 2

未定 C級審判取得講習会(U12) 吹上中学校

未定 D級審判取得講習会(U12) 未定

未定 指名強化研修会 未定

未定 C級審判取得講習会(U15) 未定

5,12,19 県社会人リーグ 入間市民体育館 11 第５回U12カテゴリー部会 スポーツ総合センター 予定 第54回　全国ミニバスケットボール大会 東京都　渋谷区

21 U12・U13育成センター冬季交流大会 くまがやドーム 19 第二回C・D級強化研修会 入間市民体育館 予定 全日本社会人地域リーグチャンピオンシップ 群馬県　高崎市

21 伝達講習会 埼玉栄中学高等学校 未定 天皇杯　ファイナルラウンド 未定

3 3 3 4.5 関東ミニバスケットボール大会 群馬県　前橋市

調整中 第8回3×3日本選手権大会 未定

調整中 第9回3×3U18全国選手権大会 未定

一般社団法人　埼玉県バスケットボール協会


