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平成２５年度大阪実業団バスケットボール選手権大会

（兼　第５８回近畿実業団バスケットボール選手権大会大阪予選）

（兼　第６０回大阪総合バスケットボール選手権大会ブロック予選 ）
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【平成２５年６月８日～７月２７日　於：中央体育館・東淀川体育館・千島体育館・薬業鳴尾浜スポーツセンター】
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