
※新型コロナウィルスの影響等で、変更する場合がございます。詳細は各団体HPをご覧ください。

11月
11月

＜体育館名称について＞　丸善…丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）、RACTAB…東和薬品RACTABドーム（門真スポーツセンター）

令和３年度（２０２１年度）　一般財団法人大阪府バスケットボール協会　

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

大阪協会

大 阪 府 民 大 会 大阪総合選手権

（中止） 箕面第1

5/4 ～ 7/10 (全日本選手権大阪府代表決定戦)

丸善 ・ 東淀川 ・ 千島 8/28、29

社会人

地域

総会
4/10

天満橋OMM

抽選会
5/16

（中止）

審判講習会
5/22、30
（中止）

地域リーグ戦　　　6/12～12/19　　
大阪、兵庫、和歌山他

O-40
O-50

選手権（リーグ戦併用） 近畿ブロック予選
6月～8月 8/21,22

OPEN
前期リーグ戦

府内各体育館

6月～9月　府内各体育館

フレンドリー

O-40
O-50
O-60

選手権（リーグ戦併用）
6月～8月

府内各体育館

奈良

全関西女子学生選手権 関西学生選手権 関西学生バスケットボール
4/17～5/4（日程変更）

西日本学生選手権(中止)

6/26,27,7/10,11
6/26,27,7/3,4,10,11

大阪学生大会 8月下旬～

全関西女子ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ

6/5～13 関西女子学生バスケットボール

U18部会
高体連

大阪招待(中止) 全国高校総合体育大会　　新潟

学生連盟
7/3,4,10,11

大阪高校総合体育大会 男子 7/25～7/30　女子8/10～8/15

１次リーグ・トーナメント

4/18～6/6 大阪高校選手権大会

8/29～9/19

U15部会
中体連

各地区春季大会 全国大会 U15大阪リーグ

7/10～29 DC交流大会

4月下旬～6月上旬 大阪中学校
夏季選手権大会

8/18～21 群馬 予選 9/5、12

8/11、12

大阪予選 7/3、4 ブロック交歓大会
大阪チャレンジカップ

5/23～6/27 東住吉SC 9/11、12U12部会
（中止） （中止）

障がい者

車いす

全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会 のじぎく杯（中止）
近畿予選 6/6(中止) 代替 交流会SUMMER 近畿予選 8/7、9 アミティ 西日本2次予選

女子あじさい杯 東京パラリンピック 8/25、26 愛媛
 6/26,27 兵庫(中止) 8/24～9/5 東京

車いす
ツイン

近畿選抜(中止) 日本選手権(中止)

デフ
理事長杯全日本選手権 全国ろうあ者体育大会

西日本予選会(未定) 9/18･19 兵庫

FID
全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会 大阪支援学校大会

近畿予選会（中止） (未定) RACTAB 8/11･12 鹿児島

専門学校

関西専門学校選手権大会 全国専門学校
選手権大会5/30 ～ 7/4（延期）

兵庫県立総合、履正社、RACTAB 8/23～26
丸善

（延期）

３x３

OSAKA HOOFEST 2021

OSAKA3x3U12トーナメント

2大会共 7月上旬

近畿協会

近畿高校大会 近畿中学校選手権
6/25～27　京都 8/6、7　兵庫

国民体育大会
近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会
8/21、22丸善

Ｗリーグ
(B.LEAGUE)

日本選手権

大阪チャレンジカップ（中止）

天皇杯日本選手権

2021/8/30現在

7/31･8/1 兵庫

(中止)

9月中旬～

天皇杯日本選手権



近畿ブロック予選 1/22、23　京都

全日本社会人OA
11/27～29　三重

日本社会人OAF40女子　10/23、24　栃木
日本社会人OAF50男子　10/23、24　石川
日本社会人OAF50女子　10/9、10　 高知
日本社会人OAF60男女　10/16、17　徳島

＜体育館名称について＞　丸善…丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）、RACTAB…東和薬品RACTABドーム（門真スポーツセンター）おおきに…おおきにアリーナ舞洲、大浜…堺市立大浜体育館、岸和田…岸和田市総合体育館、箕面第1…箕面市立第1総合体育館

競技予定（関係協会・連盟も含む）

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
天皇杯全日本選手権 皇后杯全日本選手権

岸和田 金岡

大阪シニア大会 カーニバル
3次ラウンド 2次ラウンド 12/25　八尾 2/27
10/30、31 11/27、28 おおきに

2/11～13　北海道
チャンピオンシップ

選手権　　　10～12月 全日本社会人選手権

下部リーグ戦　　　10～2月 3/5～7 栃木

後期リーグ戦　　10月～2月　府内各体育館
後期リーグ戦　　10月～2月　府内各体育館

O-40
O-50

リーグ戦

関西女子秋季トーナメント

関西学生新人戦 インカレ
リーグ戦

11月中旬～12月下旬
全国高校

選手権大会

11/中旬（期間変更） 12/6～13
東京

大阪高校新人大会
1/9～2/6

2次～決勝 東京

顧問会議
大阪高校選手権大会 未定 代表者会議

3/23
10/9～17

U15大阪リーグ

U15選手権決定戦

全国U15選手権大会 近畿DC DC交流大会
順位決定戦 （Jr.ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ） 2/27 3/5、6
10/2、9、10 1/4～8 大阪中学校

東京 総合体育大会
10/30　八尾 (日程未定)

地区11/21～12/5

全国ミニ大会　東京
U12部会

大阪大会

中央12/11、12、25
天王寺SC・東成SC・千里

日本選抜選手権 12/25、26 群馬 西日本選抜大会 国際親善女子大阪大会

3/28～31
伊丹市親善大会

10/23～25 三重 11/12～14 福岡 近畿選手権(未定) 1/15、16 愛媛 2/18～20　丸善 （未定） 伊丹
岸和田ｱﾋﾞﾘﾃｨｽﾞ杯 皇后杯全日本女子選手権27・28 兵庫 大阪連盟杯(12/26) 天皇杯日本選手権 U25日本選手権

10/24 びわ湖杯(未定)滋賀 堺サンズ杯（未定） 1/20～23 東京 3/18～22 愛知
日本選抜inカーニバル 東海・近畿ブロック 日本選手権ブロック予選

10/2、3 兵庫(中止) 交流大会 11/7 アミティ 12/19　兵庫
近畿選手権(中止)

デフリンピックアジア予選 理事長杯全日本選手権 全国大会
（未定）石川(未定) (未定)

全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会 ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ大阪 近畿近隣交流大会 大阪支援学校冬季大会

(未定) RACTAB

障がい者

車いす

近畿近隣交流大会
10/23～25 三重 (未定) RACTAB (未定) (未定)

関西専門学校　秋季リーグ戦
10/17～12/5専門学校

兵庫県立総合、履正社

U18日本選手権大阪予選 U18日本選手権中日本予選 U日本選手権大阪予選 日本選手権中日本予選

10月下旬 11月上旬 1月上旬 2月上旬

U18日本選手権 日本選手権
11月下旬 2月下旬

近畿高校新人大会 近畿ﾐﾆ交歓大会
2/19、20　京都 3/5、6　おおきに

Wリーグ

ENEOS vs 新潟

11/20、21　大浜
トヨタ自動車 vs トヨタ紡織

2021/8/30現在

フレンドリー

O-40
O-50
O-60

学生連盟

U18部会
高体連

U15部会
中体連

車いす
ツイン

大阪協会

社会人

地域

３x３

近畿協会

Ｗリーグ
(B.LEAGUE)

デフ

FID

上旬（期間変更） 11/下旬
上旬

OPEN

全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会 北九州国際/全日本ﾌﾞﾛｯｸ選抜


