
２０１９年度　岡山県バスケットボール協会 U12部会　事業計画 2019/3/9
＜岡山県U12部会＞ ＜全国，中国，その他＞ ＜岡山＞ ＜倉敷＞ ＜総社・高梁＞ ＜東備＞ ＜玉野＞ ＜新見＞ ＜美作＞

月 日 行事名 場所 日 行事名 場所 日 行事名 日 行事名 日 行事名 日 行事名 日 行事名 日 行事名 日 行事名

7 第1回 常任理事会・理事会 総社市 6,7 マスカット杯 14 春季⼤会 8 第１回理事会 4 総会

13 常任理事会・総会 20.21 リーグ戦（備前総合） 14 新⾒地区審判講習会
ＭＣ講習会 17 第1回役員会

28 宮部記念⼤会 美作地区 20 岡⼭市連盟総会 20 強化クリニック 21 第19回⾃光杯 28 宮部記念⼤会

4,5 宮部記念⼤会・審判講習会 総社市 全国部会⻑会議 東京都 6 春季交歓⼤会 16 第2回役員会

4 審判講習会 総社市 11,12 ⻲⼭杯 ⼭⼝県下関市

5 第２回 常任理事会 総社市 28 第２回理事会

23(⽇) フレッシュ・ミクロ⼤会 岡⼭市，倉敷市他 第１回 中国理事会 広島県広島市 22,23 選⼿権⼤会 体験会 2 トライアウト／フレッシュミクロ
（⾹登⼩） 9 第33回新⾒ガス杯 8,9 美作春季交歓⼤会

30(⽇) フレッシュ・ミクロ⼤会 岡⼭市，倉敷市他 15,16 出雲カップ（⼥⼦） 島根県出雲市 常任理事会・理事会 22,23 フェレッシュ・ミクロ⼤会新⾒︖

22,23 出雲カップ（男⼦） 島根県出雲市

6 第３回 常任理事会
第２回 理事会 総社市 ドリームカップ 福岡県北九州市 27,28 くらしきカップ予選会 7 夏季⼤会 兼 もみじカップ予

選会 7 サマーカップ（備前総合） 7 第16回社会を明るくする
運動⼤会

全国審判⻑講習会 20,21 岡⼭市⻑杯 理事会

15(⽊) 交歓⼤会 岡⼭市 21 第1回常任理事会・理事会

16(⾦) 交歓⼤会 笠岡市 全関⻄ 広島県広島市

16(⾦) 第４回 常任理事会
審判講習会 笠岡市 県総合

25 技術講習会

14 地区DC対抗戦① 岡⼭市 全国部会⻑会議 東京都 15,16 岡⼭北RC旗⼤会 フレッシュ・ミクロ⼤会 8 トライアウト／フレッシュミクロ
（︖︖︖） 2 第1回常任理事会 11 第3回役員会

28 第５回 常任理事会
第３回 理事会 総社市 16 第2回常任理事会 22 第5回ＪＡ杯

12,13 もみじカップ12th 12 秋季交歓⼤会 13 第24回新⾒市交歓⼤会 5,6 秋季交歓⼤会

26,27 くらしきカップ

2,3 選⼿権⼤会 ⽟野市・岡⼭市他 4 バスケットボールカーニバル 12 第3回理事会 14 第4回役員会

23(⼟) 選⼿権⼤会 （未定）

23(⼟) 第６回 常任理事会 （未定）

7 中国⼤会に向けた合同練習会 総社市 1 岡⼭市フレッシュ⼤会 21,22 新⼈⼤会 7 5年⽣⼤会 15 第9回 14,15 第7回ウインターカップ

14 地区DC対抗戦②(県DC選考会) 岡⼭市 15 トライアウト／フレッシュミクロ
（⻑船スポ） 15 第5回役員会

21 第７回 常任理事会
第４回 理事会 総社市

11~13 中国交歓⼤会 ⿃取県⿃取市 11,12 新⼈⼤会 12 新⼈⼤会 12 第33回⻑⾕川杯 25,26 美作地区新⼈⼤会

12 中国理事会 　〃 19 新⼈⼤会（備前総合） 27 第４回理事会
第２回常任理事会

25,26 岡⼭市新⼈交流会

8 第８回 常任理事会
第５回 理事会(総会)・納会 岡⼭市 1,2 新⼈⼤会 29 選抜交流⼤会（男⼦）

9 岡⼭カップ
審判講習会 総社市，笠岡市

15,16 新⼈⼤会 倉敷市 他 22,23 Wリーグ,Bリーグ(B3) ジップアリーナ 29 アイムカップ 23 第25回学校対抗戦

16 第９回 常任理事会 倉敷市 1 アイムカップ 1 選⼿権⼤会 7 6年⽣お別れ会 9 第3回常任理事会 1 選抜交流⼤会（男⼦）

選抜交流⼤会 ⾼知県 1 第3回 常任理事会 14,15 優勝⼤会 16 平成31年度総会 7,8 選抜交流⼤会（⼥⼦）

28~30 全国⼤会 22.23 リーグ戦（備前総合）
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