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■国内大会 開催期日

第36回全国ママさんバスケットボール交歓大会 7/29～7/30 広島県 広島市、呉市

平成29年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会 (インターハイ) 7/28～8/2 福島県 福島市

平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会
第27回バスケットボール大会

7/31～8/3 東京都 渋谷区

第55回男子第47回女子 全日本教員バスケットボール選手権大会 8/11～8/14 福井県 福井市

第52回全国高等専門学校体育大会 バスケットボール競技 8/26～8/27 長野県 長野市

平成２9年度全国専門学校総合体育大会
第22回全国専門学校バスケットボール選手権大会

8/22～8/25 東京都 大田区

第47回全国中学校バスケットボール大会 8/23～8/25 沖縄県 那覇市、沖縄市

日本スポーツマスターズ2017 9/16～9/19 兵庫県 西宮市、尼崎市

3x3 JAPAN TOUR 4月～10月 全国各地

B.LEAGUE (B1、B2)　レギュラーシーズン 9/29～ 全国各地

B.LEAGUE (B3) ※調整中 全国各地

第19回Ｗリーグ (WJBL) 10/7～2018/3/25 全国各地

第72回国民体育大会 10/1～10/5 愛媛県 今治市、東温市、宇和島市、鬼北町

男子：11/20～11/26 男子：東京都 渋谷区、大田区

女子：11/28～12/3 女子：宮城県 仙台市

(新)社会人選手権プレ大会 11/4～11/5 愛知県 小牧市

第10回全日本クラブシニアバスケットボール選手権大会
第10回全日本クラブスーパーシニアバスケットボール交歓大会

12/2～12/3 群馬県 高崎市

第16回全国専門学校バスケットボール選抜大会 12/13～12/15 新潟県 新潟市

第4回3x3 U18日本選手権大会 12/16～12/18 東京都 世田谷区

ウインターカップ2017
第70回全国高等学校バスケットボール選手権大会

12/23～12/29 東京都 渋谷区

第93回天皇杯・第84回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会

4月～8月
9/16～9/18
11/25〜11/26

2018/1/4～1/7

1次ラウンド
2次ラウンド
3次ラウンド

決勝ラウンド

全国各地
北海道、富山県、大分県
岩手県、栃木県、神奈川県、新潟県
京都府、大阪府、愛媛県、熊本県
埼玉県　さいたま市

高松宮記念杯　第50回全日本実業団バスケットボール選手権大会 2018/2/10～2/13 大阪府 大阪市

第44回全日本クラブバスケットボール選手権大会 2018/3/10～3/12 佐賀県 佐賀市、神埼市

第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会 (ジュニアオールスター2018) 2018/3/28～3/30 東京都 渋谷区

第49回全国ミニバスケットボール大会 2018/3/28～3/30 群馬県 高崎市

■国際大会 開催期日

第40回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 5/19～5/21 日本 東京都　大田区

東アジアバスケットボール選手権大会2017
※FIBA ASIAカップ 2017　東アジア地区予選

6/3～6/7 日本 長野県　長野市

FIBA U19 バスケットボールワールドカップ 2017 7/1～7/9 エジプト カイロ

第39回女子ウィリアム・ジョーンズカップ (招聘大会) 7/5～7/9

バスケットボール女子日本代表国際強化試合2017　三井不動産カップ 7/8～7/9 日本 愛知県　刈谷市

第39回男子ウィリアム・ジョーンズカップ (招聘大会) 7/15～7/23

FIBA U19 女子バスケットボールワールドカップ 2017 7/22～7/30 イタリア
ウーディネ
チヴィダーレ・デル・フリウーリ

FIBA女子アジアカップ2017
※FIBAワールドカップ 2018　アジア地区予選　※旧：FIBA ASIA選手権大会

7/23～7/29 インド バンガロール

バスケットボール男子日本代表国際強化試合2017 7/29～7/30 日本 東京都　渋谷区

FIBA ASIAカップ2017 8/8～8/20 レバノン ベイルート

バスケットボール女子U24 4ヵ国対抗2017 8/12～8/15 日本 東京都　大田区

第29回ユニバーシアード競技大会　バスケットボール競技 8/20～8/29

第25回日・韓・中ジュニア交流競技会 8/23～8/29 日本 茨城県　常陸大宮市

第26回FIBA ASIAチャンピオンズカップ (クラブ選手権大会) 9/22～9/30 中国 深圳市

FIBA U16 Asian 選手権大会 2017
※FIBA U17 バスケットボールワールドカップ 2018　アジア地区予選

10月～11月(予定) ※未定

＊
FIBA U16 女子 Asian 選手権大会 2017
※FIBA U17 女子バスケットボールワールドカップ 2018　アジア地区予選

10/22～10/28 インド バンガロール

11/23～11/27

2018/2/22～2/26

■国際大会(3x3) 開催期日

FIBA 3x3 U18 アジアカップ 2017 5/26～5/28 マレーシア サイバージャヤ

FIBA 3x3 ワールドカップ 2017 6/17～6/21 フランス ナント

FIBA 3x3 U18 ワールドカップ 2017 6/28～7/2 中国 成都

FIBA 3x3 ワールドツアーマスターズ 9月(予定) 中国 北京

FIBA 3x3 アジアカップ 2017 11/24～11/26 中国 深圳

■共催大会 開催期日

内閣総理大臣杯争奪　第45回記念日本車椅子バスケットボール選手権大会 5/3～5/5 東京都 渋谷区

文部科学大臣杯争奪　第30回記念日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会 6/10～6/11 愛知県 小牧市

第28回全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会 7/15～7/16 兵庫県 神戸市

2017 FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会 (第22回) 8/5～8/6 神奈川県 平塚市

第4回全日本デフバスケットボール選手権大会「理事長杯」 12月上旬(予定) ※調整中

注：大会名左の＊印は、前回発表資料より変更があったことを示す ／ 大会名の下の※印は世界大会予選を示す

＊

公益財団法人日本バスケットボール協会　平成29年度(2017年度)　競技大会開催日程

開催地

開催地

開催地

開催地

第69回全日本大学バスケットボール選手権大会 (インカレ)

FIBAバスケットボールワールドカップ2019　アジア地区　1次予選

チャイニーズ・タイペイ　　台北市

チャイニーズ・タイペイ　　彰化市

チャイニーズ・タイペイ　　台北市

日本　東京都 世田谷区、オーストラリア

日本　神奈川県 横浜市、フィリピン


