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国内大会 期  日

第35回全国ママさんバスケットボール交歓大会 7/29～7/31 福岡県 福岡市

平成28年度全国高等学校総合体育大会
第69回全国高等学校バスケットボール選手権大会 (インターハイ)

7/31～8/5 広島県 広島市

平成28年度 全国高等学校定時制通信制体育大会
第26回バスケットボール大会

8/1～8/4 東京都 渋谷区

平成２8年度全国専門学校総合体育大会
第21回全国専門学校バスケットボール選手権大会

8/8～8/12 愛知県 豊田市

第54回男子第46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 愛媛県 東温市、今治市、鬼北町

第46回全国中学校バスケットボール大会 8/22～8/25 福井県 福井市、あわら市、大野市、勝山市

第51回全国高等専門学校体育大会 バスケットボール競技 9/3～9/4 三重県 伊勢市

日本スポーツマスターズ2016 9/24～9/27 秋田県 秋田市、三種市

B.LEAGUE (B1、B2)　レギュラーシーズン 9/22～2017/5/7 全国各地

B.LEAGUE (B3) 9/30～2017/5/7 全国各地

第18回Ｗリーグ (WJBL) 10/7～2017/3/16 全国各地

第71回国民体育大会 10/7～10/10 岩手県 奥州市、一関市

第12回全日本社会人バスケットボール選手権大会 11/5～11/6 岡山県 岡山市

第68回全日本大学バスケットボール選手権大会 (インカレ) 11/21～11/27 東京都 渋谷区、大田区 他

第9回全日本クラブシニアバスケットボール選手権大会
第9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

11/26～11/27 岐阜県 下呂市

平成28年度 第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
(ウインターカップ2016)

12/23～12/29 東京都 渋谷区

＊
第92回天皇杯・第83回皇后杯
全日本総合バスケットボール選手権大会 (オールジャパン2017)

1/2～1/9 東京都 渋谷区、世田谷区、大田区

高松宮記念杯　第49回全日本実業団バスケットボール選手権大会 2017/2/11～2/14 愛知県 豊田市

第43回全日本クラブバスケットボール選手権大会 2017/3/18～3/20 群馬県 前橋市

第3回3x3日本選手権大会 2017/3/22～3/26 東京都 大田区

第30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2017) 2017/3/28～3/30 東京都、 埼玉県、千葉県、神奈川県

第48回全国ミニバスケットボール大会 2017/3/28～3/30 東京都 渋谷区

国際大会 期  日

バスケットボール女子日本代表国際強化試合2016
三井不動産 BE THE CHANGE CUP

5/7～5/10
新潟県
東京都

長岡市 (5/7)
渋谷区 (5/9～5/10)

第39回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 5/13～5/15 韓国 天安市

FIBA女子オリンピック世界最終予選 (リオデジャネイロオリンピック世界最終予選) 6/13～6/19 フランス ナント

2016 FIBA U-17女子バスケットボール世界選手権大会 6/22～7/2 スペイン サラゴサ

2016 FIBA U-17男子バスケットボール世界選手権大会 6/23～7/3 スペイン サラゴサ

FIBA男子オリンピック世界最終予選
(リオデジャネイロオリンピック世界最終予選)

7/4～7/10
セルビア
フィリピン
イタリア

ベオグラード
マニラ
トリノ

バスケットボール女子日本代表国際強化試合2016
三井不動産 BE THE CHANGE CUP (7月大会)

7/5～7/9
神奈川県
神奈川県
東京都

川崎市 (7/5)
小田原市 (7/8)
渋谷区 (7/9)

第24回FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会
※世界選手権アジア地区予選

7/22～7/31 イラン テヘラン

第38回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 7/23～7/31 台湾 台北市

2016年日韓ママさんバスケットボール親善大会 7/29～7/31 福岡県 福岡市

第38回女子ウィリアム・ジョーンズカップ 8/3～8/7 台湾 台北市

第31回オリンピック競技大会 (2016/リオデジャネイロ) 8/6～8/21 ブラジル リオデジャネイロ

バスケットボール男子日本代表国際親善試合2016 8/13～8/19
大阪府
東京都
静岡県

大阪府 (8/13)
墨田区 (8/16)
浜松市 (8/19)

第24回日・韓・中ジュニア交流競技会 8/23～8/29 中国 浙江省　寧波市

2016 FIBA ASIAチャレンジ (旧：FIBA ASIAカップ) 9/9～9/18 イラン テヘラン

第25回FIBA ASIAチャンピオンズカップ(クラブ選手権大会) 10/8～10/16 中国 湖南省　郴州市

第23回FIBA ASIA U-18女子バスケットボール選手権大会
※世界選手権アジア地区予選

11/13～11/20 タイ バンコク

国際大会(3x3) 期  日

2016 FIBA 3x3 U18 Asian Championships 7/22～7/24 マレーシア サイバージャヤ

FIBA 3x3 ワールド ツアー マスターズ　アジア・オセアニアステージ 7/30～7/31 栃木県 宇都宮市

FIBA 3x3 ワールド ツアー マスターズ　ファイナル 9/16～9/17 中国 北京

第5回アジアビーチゲームズ 9/24～10/3 ベトナム ナートラン

2016 FIBA 3x3 男子世界選手権 10/11～10/15 中国 広州

2016 FIBA 3x3 女子世界選手権 10/11～10/15 中国 広州

世界大学選手権大会2016 11/20～11/24 中国 廈門

共催大会 期  日

内閣総理大臣杯争奪　第44回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29回日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会 6/11～6/12 愛知県 小牧市

2016FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会 (第21回) 8/6～8/7 長野県 松本市

第27回全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会 11/5～11/6 兵庫県 神戸市

第3回理事長杯　全日本デフバスケットボール選手権大会 11/26～11/27 愛知県 長久手市

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 ／ 大会名右の※印は世界大会予選を示す

平成28年度 (公財)日本バスケットボール協会　競技大会開催日程
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