
平成２９年度　延岡市ミニバスケットボール連盟　活動予定（決）

予　定 学校 （延岡市） （宮崎県 他） 予　定 学校 （延岡市） （宮崎県 他）

４月 1 （土） ７月 1 （土） 登校日

2 （日） 2 （日） ちびっ子大会（小学校体育館）

8 （土） 審判講習会（市民体育館） 8 （土） リーグ戦①（市民体育館）

9 （日） 9 （日） リーグ戦②（市民体育館）

15 （土） 15 （土） 【スポ少中央大会】：綾てるは ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ北九州

16 （日） 16 （日） ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ北九州

22 （土） ぼたやま杯（福岡県飯塚市） 17 （月）

23 （日） ぼたやま杯（福岡県飯塚市） 22 （土） 川崎オートセンター杯(日向市）
中学総合
体育大会

29 （土） 桜島カップ（鹿児島県姶良市） 23 （日） 川崎オートセンター杯(日向市）
中学総合
体育大会

30 （日) 桜島カップ（鹿児島県姶良市） 29 （土） コスモスカップ(小林市）

５月 3 （水） 豊の国杯（大分）
中学県北

スポーツ大会 30 （日） コスモスカップ(小林市）

4 （木） 豊の国杯（大分）
中学県北

スポーツ大会 ８月 5 （土）

5 （金） 都城カップ（都城市）
中学県北

スポーツ大会 6 （日） リーグ戦③（高千穂小体育館）

6 （土） 都城カップ（都城市） 11 （金）

7 （日） 12 （土）

13 （土） 13 （日）

14 （日） 19 （土） 【サカイカップ】：宮崎 高校一年生大会

20 （土） 登校日 高校バスケ教室 20 （日） 【サカイカップ】：宮崎 高校一年生大会

21 （日） 高校バスケ教室 26 （土） 中学新人大会

27 （土）
会長杯予選①（小学校体育
館）

CTSカップ(佐伯) 27 （日） 【サカイカップ】：宮崎 中学新人大会

28 （日） 会長杯予選②（小学校体育館） CTSカップ(佐伯) ９月 2 （土） 登校日

６月 3 （土） 登校日 3 （日） リーグ戦④（市民体育館）

4 （日） 9 （土）

10 （土）
中学総合
体育大会 10 （日）

11 （日）
中学総合
体育大会 16 （土） ときめきカップ(福岡） 豊の国カップ(大分)

17 （土） 【県会長杯交歓大会】：都城
高校・一般延岡

市協会長杯 17 （日） ときめきカップ(福岡） 豊の国カップ(大分)

18 （日） 【県会長杯交歓大会】：都城
高校・一般延岡

市協会長杯 18 （月） ときめきカップ(福岡）

24 （土） 23 （土）
中学秋季
体育大会

総合選手権
県予選

25 （日） 24 （日）
中学秋季
体育大会

総合選手権
県予選

30 （土）
延岡・西臼杵地
区1年生大会

ミニ関係 その他 ミニ関係 その他
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１０月 1 （日） １月 6 （土） 【ミニバス九州大会】：

7 （土）
延岡・西臼杵地
区1年生大会 7 （日） 【ミニバス九州大会】：

8 （日） 8 （月） 【ミニバス九州大会】：

9 （月） 13 （土） 中島ｽﾎﾟｰﾂ旗（市民体育館）

14 （土） 14 （日） 中島ｽﾎﾟｰﾂ旗（市民体育館）

15 （日）
ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ

県予選 20 （土） 登校日 高校春季県予選

21 （土）
ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ

県予選 21 （日） 高校春季県予選

22 （日）
ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ

県予選 27 （土） ６年生ウインターカップ(下関）
高校春季県予選
中学春季県予選

28 （土） 選抜練習会（北川体育館）
ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ

県予選 28 （日） ６年生ウインターカップ(下関）
高校春季県予選
中学春季県予選

29 （日） 選抜練習会（北川体育館） ２月 3 （土） 登校日
高校・一般

夕刊デイリー杯
中学春季県予選

１１月 3 （金） 【第２回秋季大会】：宮崎 4 （日）
高校・一般

夕刊デイリー杯
中学春季県予選

4 （土） 中学秋季大会 10 （土）
県北新人戦

(市民・小学校体育館)
高校・一般

夕刊デイリー杯

5 （日） 中学秋季大会 11 （日）

11 （土） 高校新人戦 12 （月） 県北新人戦(市民体育館)

12 （日） 高校新人戦 17 （土） ウルトラマンカップ(志和地)

18 （土） 【全九予選】：宮崎 登校日 18 （日） ウルトラマンカップ(志和地)

19 （日） 【全九予選】：宮崎 24 （土）
延岡市協会長
杯中学校大会

23 （木） 【全九予選】：宮崎 or 都城 25 （日）
延岡市協会長
杯中学校大会

25 （土） ３月 3 （土）

26 （日） 4 （日）
お別れ大会

（市民・小学校体育館）

１２月 2 （土） 登校日 10 （土） 【UMKスポーツフェスタ】：宮崎
南九州

高校県予選

3 （日） リーグ戦⑤（市民体育館） 11 （日） 【UMKスポーツフェスタ】：宮崎
南九州

高校県予選

9 （土） 中学地区対抗 17 （土）

10 （日） 中学地区対抗 18 （日）

16 （土） 【地区対抗戦】：綾てるは
中学延岡地区
文化祭大会 21 （水）

17 （日） 【地区対抗戦】：綾てるは
中学延岡地区
文化祭大会 24 （土） 若鮎カップ（市民体育館他）

23 （土） さざんか杯(諫早)
高校・一般
文化祭大会 25 (日) 若鮎カップ（市民体育館他）

24 （日） さざんか杯(諫早)
高校・一般
文化祭大会 31 （土）

30 （土）

31 （日）


	２９年度計画（案)

