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更新履歴 

・2023/03/06 令和4年度福島県社会人バスケットボール連盟リーグ戦順位最終結果 

・2023/02/27 令和4年度福島県バスケットボール協会表彰について 

・2023/02/22 第49回福島県U15新人バスケットボール大会最終結果 

・2023/02/10 福島県U17バスケットボールリーグ戦最終結果 

・2023/02/05 第33回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会結果・U12カテゴリーよりお知らせ 

・2023/01/25 第33回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会組合せ 

・2023/01/25 第49回福島県U15新人バスケットボール大会組合せ 

・2023/01/20 令和4年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技結果ならびにU13・成年カテゴ

リーよりお知らせ 

・2023/01/12 第49回福島県U15新人バスケットボール大会要項・参加申込・健康CS・GS・トレーナー申請書 

・2023/01/07 福島県U17バスケットボールリーグ戦結果 

・2023/01/06 第33回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会要項・参加申込・健康CS・GS・宿

泊弁当要項 

・2023/01/03 U12カテゴリーよりお知らせならびに高体連新人バスケットボール競技各地区結果 

・2022/12/20 第2回福島県U12WC選手権大会結果 

・2022/12/20 審判委員会ならびにU12・U16カテゴリーよりお知らせ 

・2022/12/02 令和4年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技要項・参加申込・健康CS・GS 

・2022/11/29 審判委員会よりお知らせ 

・2022/11/26 第13回福島県U15バスケットボール選手権大会・U14最終予選結果 

・2022/11/10 第2回福島県U12WC選手権大会要項・参加申込・組合せ 

・2022/11/10 第5回全日本社会人バスケットボール選手権東北ブロック予選結果 

・2022/11/02 第59回福島県高等学校バスケットボール選手権大会結果 

・2022/10/22 福島県U17バスケットボールリーグ戦途中結果ならびにTO委員会より 

・2022/10/17 第5回福島県社会人バスケットボール選手権大会結果 

・2022/10/12 第59回福島県高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2022/10/04 U12カテゴリーよりお知らせならびにとちぎ国体結果 

・2022/09/29 社会人リーグ戦結果③ 

・2022/09/29 第13回福島県U15バスケットボール選手権大会組合せ・要項・参加申込・健康CS・GS等 

・2022/09/29 第5回福島県社会人バスケットボール選手権大会組合せ・TO割合・大会運営・要項・参加申込

健康CS・GS 

・2022/09/08 U12カテゴリーおよび審判委員会よりお知らせ 

・2022/09/07 3×3U18日本選手権東エリア大会日本選手権東エリア大会要項・参加申込・健康CS 

・2022/09/02 第59回福島県高等学校バスケットボール選手権大会要項・参加申込・健康CS・GS 

・2022/08/27 U12カテゴリーよりお知らせ 

・2022/08/20 福島県U17バスケットボールリーグ戦組合せ 

・2022/08/18 第49回東北総合体育大会バスケットボール競技ならびにU14カテゴリーより 

・2022/08/11 第52回東北中学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2022/08/04 U12カテゴリーよりお知らせならびに社会人リーグ戦結果① 

・2022/08/01 第75回福島県総合体育大会バスケットボール競技大会結果 

・2022/07/25 第65回福島県中学校体育大会バスケットボール競技結果ならびに第2回福島県U12サマーカッ

プ大会結果 

・2022/07/25 U14カテゴリーよりお知らせ 

・2022/07/21 令和4年度初心者審判講習会についてのお知らせ 

・2022/07/18 U12カテゴリーよりお知らせ 

・2022/07/14 U14・U16カテゴリーよりお知らせならびにJSB男子東北地域リーグ戦結果 

・2022/07/06 令和4年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技組合せ 
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・2022/07/06 令和4年度福島県社会人バスケットボール連盟リーグ戦組合せ・日程・GS・健康CS・要項・参

加申込 

・2022/06/29 第75回福島県総合体育大会スポーツ少年団の部要項・参加申込・GS 

・2022/06/29 福島県U15リーグ戦要項・参加申込 

・2022/06/29 第65回福島県中学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2022/06/25 第77回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼第58回NHK杯大会結果・組合せ 

・2022/06/22 第2回福島県U12サマーカップバスケットボール大会要項・参加申込・同意書・健康CS・名札 

・2022/06/14 TOスタッフ養成講習会について 

・2022/06/11 福島県U17バスケットボールリーグ戦関係書類 

・2022/06/06 第75回福島県総合体育大会バスケットボール競技大会要項・参加申込・健康CS 

・2022/06/05 第68回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技大会第最終結果・選評 

・2022/06/01 U14カテゴリーよりお知らせ 

・2022/05/30 第68回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技大会第①週結果・県協会GS 

・2022/05/18 県協会・U18カテゴリーよりお知らせ 

・2022/05/13 TO委員会よりお知らせ・高校体育大会バスケットボール競技各地区予選結果 

・2022/05/13 第68回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技大会組合せ・要項・ 参加申込・健康CS

・GS 

・2022/05/01 審判委員会よりお知らせ 

・2022/04/02 指導者養成部よりお知らせ 

・2022/01/25 第47回福島県U15新人バスケットボール大会ならびに第41回東北ミニバスケットボール交

歓大会中止のお知らせ 

・2022/01/18 第61回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技選評・最終結果 

・2022/01/12 第47回福島県U15新人バスケットボール大会要項・参加申込・GS・健康CS等 

・2022/01/11 第4回全日本社会人バスケットボールリーグチャンピオンシップ北海道大会組合せ 

・2022/01/05 U12カテゴリーよりお知らせ 

・2021/12/21 第61回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2021/12/20 第1回U12WC選手権大会結果 

・2021/12/17 2021_後期U18リーグ戦各地区結果 

・2021/12/01 審判委員会およびU16カテゴリーよりお知らせ 

・2021/11/30 第61回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技要項・参加申込・GS・健康CS 

・2021/11/30 第58回福島県高等学校バスケットボール選手権大会結果・社会人バスケットボール地域リー

グ途中結果 

・2021/11/30 U12カテゴリーよりお知らせ 

・2021/11/24 U14カテゴリーよりお知らせ 

・2021/11/22 第1回U12WC選手権大会要項・GS・参加申込 

・2021/11/18 第12回福島県U15バスケットボール選手権大会結果(U14・最終予選) 

・2021/11/02 第58回福島県高等学校バスケットボール選手権大会結果・社会人バスケットボール地域リー

グ途中結果 

・2021/10/26 第12回福島県U15バスケットボール選手権大会組合せ(U14・最終予選) 

・2021/09/30 第12回福島県U15バスケットボール選手権大会(U14・最終予選要項)・参加申込・GS・健康

CS等 

・2021/09/27 U18カテゴリーよりお知らせ 

・2021/09/17 2021_後期U18リーグ戦要項・参加申込・GS・健康CS 

・2021/09/17 第58回福島県高等学校バスケットボール選手権大会要項・参加申込・GS・健康CS 
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・2021/09/15 暴力行為等通報窓口設置について 

・2021/09/15 第4回福島県社会人バスケットボール選手権大会中止のお知らせ 

・2021/08/25 U15福島県バスケットボールリーグ戦中止についてのお知らせ 

・2021/08/24 U16カテゴリーよりお知らせ 

・2021/08/24 第48回東北総合体育大会バスケットボール競技結果 

・2021/08/24 第51回東北中学校バスケットボール大会結果 

・2021/08/10 TO委員会よりお知らせ 

・2021/07/26 第1回U12サマーカップ選手権大会最終結果 

・2021/07/21 令和3年度全国高等学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2021/07/19 第64回福島県中学校体育大会バスケットボール大会結果 

・2021/07/19 第74回県総合体育大会兼第76回県男女総合バスケットボール選手権大会結果 

・2021/07/05 2021_前期U18リーグ戦第1週目各地区結果 

・2021/06/30 3☓3.EXEGAME in Fukushima 2021要項・健康CS・申込チラシ 

・2021/06/25 第64回福島県中学校体育大会バスケットボール大会要項・組合せ 

・2021/06/18 指導者養成委員会・審判委員会・U16育成センターよりお知らせ 

・2021/06/15 令和3年度福島県高等学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2021/06/04 第74回県総合体育大会兼第76回県男女総合バスケットボール選手権要項・参加申込・健康

CS 

・2021/05/27 第1回U12サマーカップ選手権大会組合せ・要項・参加申込・GS追加 

・2021/05/24 令和3年度福島県高等学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2021/05/21 U15福島県バスケットボールリーグ戦要項・参加申込 

・2021/05/13 高体連地区予選各地区結果 

・2021/05/13 U16育成センター事業全体の流れについて 

・2021/04/28 令和3年度福島県高等学校体育大会バスケットボール競技要項・参加申込・GS・無観客開催 

・2021/02/12 社会人カテゴリー再編について・TeamJBA登録システム移行についてのお知らせ 

・2021/01/19 第60回福島県高等学校新人大会バスケットボール競技中止のお知らせ 

・2021/01/19 福島県U16育成センター活動全日程中止のお知らせ 

・2021/01/13 第47回福島県U15新人バスケットボール大会中止のお知らせ 

・2021/01/06 U18後期リーグ戦大会中止のお知らせ 

・2021/01/04 第60回福島県高等学校新人大会バスケットボール競技組合せ・GS・健康CS 

・2020/12/27 高校新人地区大会結果 

・2020/12/23 オンライン女性コーチカンファレンスについて 

・2020/12/23 60回福島県高等学校新人大会バスケットボール競技大会開催延期について 

・2020/11/25 下記大会参加申込・健康チェックシート 

・2020/11/25 第36回福島県ミニバスケットボール優勝大会兼第52回全国ミニバスケットボール大会要

項・GS 

・2020/11/09 第11回U14の部結果・ファイナルラウンド組合せ 

・2020/11/02 第57回福島県高等学校バスケットボール選手権大会結果 

・2020/10/20 U18後期リーグ戦大会要項・参加申込・GS・チェックシートについて 

・2020/10/09 第57回福島県高等学校バスケットボール選手権大会組合せ・無観客試合について 

・2020/10/05 第57回福島県高等学校バスケットボール選手権大会GS・各種チェックシート 
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・2020/10/02 第11回U15バスケットボール選手権大会U14中学校の部・Jr.WC全国U15福島県予選会 

・2020/10/02 福島県U16育成センターより1次選考会実施報告・合格者名簿 

・2020/09/18 高等学校県南地区1年生大会結果 

・2020/08/31 第3回福島県社会人バスケットボール選手権大会開催中止について 

・2020/08/17 第11回U15バスケットボール選手権大会大会組合せ・開催・参加申込・GS・チェックシー

ト・誓約書 

・2020/08/15 WC高校県北地区予選GS・組合せ・メディア関係者用健康チェックシートの配布 

・2020/08/15 県南地区高校TO講習会報告 

・2020/08/15 第57回福島県高等学校バスケットボール選手権大会要項・参加申込 

・2020/08/15 福島県U16育成センターよりお知らせ&amp;感染対策GS 

・2020/08/03 審判委員会より今年度プレーコーリング・GSについて 

・2020/07/21 審判委員会よりインストラクター名簿ならびび組織図について 

・2020/07/06 審判委員会より新型コロナウイルス関連のお知らせについて 

・2020/07/04 U12・U15カテゴリー移籍申請書・移籍手続きガイドについて 

・2020/06/29 福島県バスケットボール協会の大会開催に関するGSおよびチェックシート 

・2020/06/12 新型コロナウイルス感染症に関するバスケットボール活動再開GS策定のお知らせ 

・2020/06/01 日本スポーツマスターズ2020愛媛大会の中止について 

・2020/05/26 第75回国民体育大会東北ブロック大会兼第47回東北総合体育大会開催中止のお知らせ 

・2020/05/18 3☓3.EXE.GAME in Fukushima2020の中止についてのお知らせ 

・2020/05/01 福島県バスケットボール協会協賛金についてのお知らせ(Topics) 

・2020/04/30 JBAより新型コロナウィルス感染症拡大への対応について(5/28、4/28付) 

・2020/04/22 新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお知らせ(県協会より) 

・2020/04/01 2020年度JBA指導者養成に関わるお知らせ 

・2020/02/26 福島県協会表彰について 

・2020/02/25 第22回福島県バスケットボールU12新人大会中止についてのお知らせ 

・2020/02/17 U15部会クラブチーム代表者説明会についての案内 

・2020/02/17 第2回全日本社会人バスケットボール選手権大会要項・組合せ 

・2020/02/17 第46回福島県U15新人バスケットボール大会最終結果 

・2020/02/14 第22回福島県バスケットボールU12新人大会要項・参加申込 

・2019/02/05 審判委員会よりJBA研修会参加についてのお知らせ(Topics) 

・2019/02/03 第46回福島県U15新人バスケットボール大会予選結果せ・決勝トーナメント組合せ 

・2020/02/03 第30回東北男女高等学校新人バスケットボール選手権大会結果 

・2020/01/23 第30回東北男女高等学校新人バスケットボール選手権大会組合せ 

・2020/01/23 第46回福島県U15新人バスケットボール大会予選組合せ・決勝トーナメント 

・2020/01/14 U14バスケットボール育成センター活動要項、交流戦 

・2020/01/14 59回福島県高校新人大会バスケットボール競技結果 

・2020/01/04 第46回福島県U15新人バスケットボール大会要項・参加申込 

・2019/12/20 第59回福島県高校新人大会バスケットボール競技組合せ 

・2019/12/16 WC動画・静止画像配信開始について(Topics） 

・2019/12/16 第35回福島県ミニバスケットボール大会結果 

・2019/12/03 第59回福島県高校新人大会バスケットボール競技要項・申込み 
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・2019/12/03 後期U-18リーグ戦各地区結果 

・2019/12/03 第10回U-15バスケットボール選手権大会福島県予選会結果 

・2019/12/02 第35回福島県ミニバスケットボール大会組合せ 

・2019/11/18 第10回U-15バスケットボール選手権大会福島県予選会組合せ 

・2019/11/15 令和元年度全国高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2019/11/12 第2回社会人バスケットボール選手権東北ブロック大会結果 

・2019/11/11 令和元年度社会人バスケットボール連盟リーグ戦結果 

・2019/10/28 第56回福島県バスケットボール選手権大会結果 

・2019/10/17 U-16バスケットボール育成センタ－活動報告 

・2019/10/07 後期U-18リーグ戦組合せ 

・2019/10/07 第10回U-15バスケットボール選手権大会福島県予選会要項等 

・2019/10/07 U-14バスケットボール育成センター活動報告 

・2019/10/02 第56回福島県高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2019/09/23 第6回3×3U18日本選手権東日本エリア大会福島県予選会要項・申込み 

・2019/09/23 U-14バスケットボール育成センター活動要項(改正版)について 

・2019/09/20 第95回天皇杯・第86回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会第1次ラウンド 

・2019/09/20 2019年度JBA公認C級審判委員(新規取得講習会)審査会の開催報告について 

・2019/09/05 2019後期U18リーグ戦要項・申込み 

・2019/09/04 U-12地区選抜交流大会結果について 

・2019/09/04 TO委員会開催報告・実技講習会(Topics) 

・2019/09/03 第2回福島県社会人バスケットボール選手権大会要項・申込み 

・2019/08/30 第56回福島県高等学校バスケットボール選手権大会要項・申込み 

・2019/08/28 2019年度JBA公認B級審判員(新規取得講習会)審査会の開催について 

・2019/08/27 第74回福島県男女総合バスケットボール選手権大会結果 

・2019/08/18 64回東北総合体育大会バスケットボール競技結果 

・2019/08/17 令和元年度福島県初心者審判講習会報告について 

・2019/08/12 第64回東北総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2019/08/12 第74回福島県男女総合バスケットボール選手権大会組合せ 

・2019/08/12 2019 TEACHERS BASKETBALL FESTIVAL結果 

・2019/08/12 第49回東北中学校バスケットボール大会結果 

・2019/08/06 和元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結果 

・2019/08/06 TOスタッフ募集のお知らせ 

・2019/07/31 第49回東北中学校バスケットボール大会予選リーグ組合せ 

・2019/07/30 令和元年度社会人バスケットボール連盟リーグ戦要項・申込み 

・2019/07/30 U-14カテゴリー県DCトライアウト要項 

・2019/07/30 第72回福島県総合体育大会バスケットボール競技スポーツ少年団体育大会結果 

・2019/07/26 2019 TEACHERS BASKETBALL FESTIVAL組合せ 

・2019/07/26 第62回福島県中学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2019/07/21 第74回福島県男女総合バスケットボール選手権大会要項・申込み 

・2019/07/14 第72回福島県総合体育大会バスケットボール競技スポーツ少年団体育要項・組合せ 

・2019/07/12 3☓3.EXE.2019 in Fukushima要項・チラシ掲載 
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・2019/07/08 第72回福島県総合体育大会バスケットボール競技結果 

・2019/07/01 令和元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組合せ 

・2019/06/28 第62回福島県中学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2019/06/25 第72回福島県総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2019/06/25 第74回東北高等学校体育大会男女バスケットボール選手権大会兼第55回NHK杯大会結果 

・2019/06/20 U-14カテゴリートライアウト受験者数報告について 

・2019/06/19 県総合体育大会バスケットボール各地区予選結果 

・2019/06/12 令和元年度福島県高等学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2019/06/05 第72回福島県総合体育大会バスケットボール競技要項・申込み 

・2019/05/20 令和元年度福島県高等学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2019/05/13 高体連バスケットボール競技各地区予選結果 

・2019/05/09 強化部技術委員会よりお知らせ 

・2019/05/08 審判委員会よりお知らせ 

・2019/04/16 令和元年度福島県高等学校体育大会バスケットボール競技要項・申込み 

・2019/04/10 2019年審判講習会開催報告について 

・2019/04/01 2019年審判講習会開催についてのお知らせについて 

・2019/03/20 第1回全日本社会人バスケットボール選手権大会結果 

・2019/03/04 ふくしまで一緒にやろう！福島県高等学校選抜バスケットボール交流大会結果 

・2019/02/26 福島県ジュニアオールスター選手・スタッフ紹介 

・2019/02/26 第9回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会最終結果 

・2019/02/24 平成30年度福島県バスケットボール協会表彰について 

・2019/02/19 ふくしまで一緒にやろう！福島県高等学校選抜バスケットボール交流大会実施要項・組合せ 

・2019/02/12 第9回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会予選リーグ結果・トーナメント組合せ 

・2019/02/06 第29回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会結果 

・2019/02/06 U-12連携強化競技会兼U-13県選抜選手選考会結果 

・2019/02/01 第29回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会組合せ 

・2019/02/01 第9回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会予選リーグ組合せ 

・2019/01/22 第9回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会要項・参加申込・写真に関するお願い 

・2019/01/14 第58回福島県高等学校新人大会バスケットボール競技大会結果 

・2018/12/11 高校新人大会各地区結果 

・2018/12/11 U-14各地区選抜強化競技会結果・星取り表 

・2018/11/27 第58回福島県高等学校新人大会バスケットボール競技大会要項・参加申込 

・2018/11/20 第1回社会人バスケットボール選手権大会東北ブロック予選会結果 

・2018/11/19 U-12連携強化競技会兼U-13県選抜選手選考会要項 

・2018/11/19 U-14各地区選抜強化競技会要項 

・2018/11/19 第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2018/11/13 第45回福島県ジュニア新人バスケットボール大会結果 

・2018/11/05 審判部からのお知らせ 

・2018/10/30 第55回福島県高等学校バスケットボール選手権大会結果 

・2018/10/24 第1回全日本社会人バスケットボール選手権大会東北ブロック予選組合せ 

・2018/10/24 第1回福島県社会人バスケットボール選手権大会結果 
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・2018/10/17 第45回福島県ジュニア新人バスケットボール大会組合せ 

・2018/10/09 第1回社会人バスケットボール連盟リーグ戦結果 

・2018/10/03 第45回福島県ジュニア新人バスケットボール大会実施要項・参加申込・写真に関するお願い 

・2018/10/01 第1回福島県社会人バスケットボール選手権大会組合せ 

・2018/10/01 第1回社会人バスケットボール連盟リーグ戦組合せ 

・2018/09/27 第55回福島県高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2018/09/12 県南地区１年生大会結果(Topics) 

・2018/09/05 第1回福島県社会人バスケットボール選手権大会要項・参加申込 

・2018/09/03 WC各地区結果(県北・県南・会津) 

・2018/08/28 第55回福島県高等学校バスケットボール選手権大会実施要項・参加申込 

・2018/08/28 第45回東北総合体育大会バスケットボール競結果 

・2018/08/21 ジュニアアマーキャンプ活動報告・参加者の画像提供 

・2018/08/16 社会人バスケットボール連盟リーグ戦実施要項・参加申込 

・2018/08/16 第45回東北総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2018/08/16 第56回男子・第48回女子全日本教員バスケットボール選手権大会結果 

・2018/08/16 第48回東北中学校バスケットボール大会結果 

・2018/08/09 ジュニアアマーキャンプ要項・参加者名簿 

・2018/08/09 U-14DC各地区活動報告(第1回) 

・2018/08/09 全国高等学校総合体育大会(2018彩る感動東海総体)結果 

・2018/08/07 第71回県総合体育大会における外国人の判断について(会長より) 

・2018/08/07 初心者審判講習会の報告について 

・2018/08/07 第56回男子・第48回女子全日本教員バスケットボール選手権大会組合せ 

・2018/08/07 第48回東北中学校バスケットボール大会組合せ 

・2018/07/31 第73回福島県男女総合バスケットボール選手権大会結果 

・2018/07/31 第61回福島県中学校体育大会バスケットボール競技結果（改訂版） 

・2018/07/26 平成30年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2018/07/23 U-14カテゴリートライアウトについてのお知らせ（Topics） 

・2018/07/13 2020年度インターハイ開催経費確保のお願い 

・2018/07/13 第73回福島県男女総合バスケットボール選手権大会組合せ 

・2018/07/11 第71回福島県総合体育大会バスケットボール競技大会結果 

・2018/07/06 3X3 GAME.EXE in Fukushima2018開催のお知らせ(Topics） 

・2018/06/28 第73回福島県男女総合バスケットボール選手権大会実施要項・参加申込 

・2018/06/27 第61回福島県中学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2018/06/25 強化指導者育成委員会から追加情報のお知らせ 

・2018/06/21 第71回福島県総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2018/06/18 県総体各地区結果 

・2018/06/13 第73回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼第54回NHK杯大会組合せ 

・2018/06/11 第64回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2018/06/08 第71回福島県総合体育大会バスケットボール競技実施要項・参加申込 

・2018/06/04 U-14地区育成センター指導者講習会報告(Topics) 

・2018/05/22 第64回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技組合せ 
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・2018/05/14 インターハイ各地区結果 

・2018/05/11 審判部からのお知らせ 

・2018/05/10 第64回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技実施要項・参加申込 

・2018/04/24 ユース育成資料のお知らせ 

・2018/04/20 強化技術委員会応援関係グッズ販売のお知らせ 

・2018/04/02 強化指導者育成委員会よりお知らせ 

・2018/04/02 第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール選手権大会結果 

・2018/04/02 第44回全国クラブバスケットボール選手権大会結果 

・2018/03/05 平成29年度福島県バスケットボールU-17エンデバー結果 

・2018/03/03 第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール選手権大会予選組合せ 

・2018/03/01 第8回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会最終結果 

・2018/02/26 ジュニアオールスターメンバー及びスタッフ紹介 

・2018/02/22 平成30年度昇格者・返上者について（審判部） 

・2018/02/19 平成29年度福島県バスケットボール協会表彰について 

・2018/02/15 第8回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会予選リーグ結果・決勝トーナメント組合せ 

・2018/02/15 平成29年度福島県バスケットボールU-17エンデバー組合せ 

・2018/02/15 第44回全国クラブバスケットボール選手権大会組合せ 

・2018/02/05 第28回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会結果 

・2018/01/24 第28回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会組合せ 

・2018/01/24 第8回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会予選リーグ組合せ 

・2018/01/16 第57回福島県高等学校新人バスケットボール大会結果・戦評 

・2018/01/11 第8回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会要項・参加申込 

・2018/01/11 U-12連携強化競技会 兼 U-13 県選抜選手選考会結果 

・2017/12/22 U-12連携強化競技会 兼 U-13 県選抜選手選考会要項 

・2017/12/19 第57回福島県高等学校新人バスケットボール大会組合せ 

・2017/12/15 高校新人大会地区予選結果(全地区） 

・2017/12/12 第44回福島県ジュニア新人大会結果 

・2017/12/07 U-14各地区選抜強化競技会結果 

・2017/11/24 第57回福島県高等学校新人バスケットボール大会要項・参加申込 

・2017/11/22 U-14各地区選抜強化競技会要項 

・2017/11/20 第31回東北クラブバスケットボール選手権大会結果 

・2017/11/02 第31回東北クラブバスケットボール選手権大会組合せ 

・2017/11/01 第54回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会結果 

・2017/10/25 第32回福島県クラブバスケットボール選手権大会最終結果 

・2017/10/16 第31回東北クラブバスケットボール選手権大会要項・申込書 

・2017/10/16 第44回福島県ジュニア新人大会組合せ 

・2017/10/12 第72回国民体育大会（愛媛県）結果 

・2017/10/12 第54回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2017/10/02 第44回福島県ジュニア新人大会要項・申込書・写真についてのお願い 

・2017/09/28 日本スポーツマスターズ2017兵庫大会結果 

・2017/09/15 第32回福島県クラブバスケットボール選手権大会組合せ 
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・2017/09/12 第72回国民体育大会（愛媛県）組合せ 

・2017/09/12 高校生県南地区１年生大会結果 

・2017/09/05 WC地区予選結果(全地区） 

・2017/09/05 第72回福島県男女総合選手権大会決勝戦評 

・2017/09/01 第54回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会要項・参加申込 

・2017/08/29 第72回福島県男女総合選手権大会結果 

・2017/08/29 第2回サマーキャンプ開催報告 

・2017/08/25 東北総体結果< 

・2017/08/18 東北総体福島県選手団のお知らせ 

・2017/08/18 第72回福島県男女総合選手権大会組合せ 

・2017/08/18 第47回東北中学校バスケットボール大会結果 

・2017/08/08 第1回サマーキャンプ開催・県初心者審判講習会報告について 

・2017/08/03 第72回国民体育大会東北ブロック大会組合せ 

・2017/08/03 第47回東北中学校バスケットボール大会組合せ 

・2017/08/03 第60回福島県中学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2017/07/24 第72回福島県男女総合バスケットボール選手権大会要項・参加申込 

・2017/07/21 第32回福島県クラブバスケットボール選手権大会実施要項・参加申込 

・2017/07/12 平成29年度ジュニアサマーキャンプ開催のお知らせについて 

・2017/07/10 70回福島県総合体育大会バスケットボール競技結果 

・2017/06/30 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組合せ 

・2017/06/30 ３×３ GAME EXE in FUKUSHIMA 2017 実施概要 

・2017/06/30 第60回福島県中学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2017/06/25 第72回東北高等学校バスケットボール選手権大会結果 

・2017/06/23 第70回福島県総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2017/06/21 県総体地区予選結果（県北・県南・会津・相双・いわき） 

・2017/06/11 平成29年度福島県高校体育大会バスケットボール競技大会結果 

・2017/06/05 第70回福島県総合体育大会バスケットボール競技要項・参加申込 

・2017/05/22 石田洵県名誉会長功労者表彰祝賀会について 

・2017/05/22 平成29年度福島県高校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2017/05/18 インターハイ地区予選結果（全地区） 

・2017/04/25 高体連県南地区予選組合せについて 

・2017/04/13 平成29年度組織図およびB級審査規定・申込書のお知らせ 

・2017/04/04 福島県バスケットボール協会より協賛のお願いについて 

・2017/03/25 平成29年度福島県バスケットボール協会年間行事 

・2017/03/23 平成29年度強化部指導者育成委員会よりお知らせ 

・2017/03/14 福島県ジュニアオールスター選手・スタッフ紹介 

・2017/03/14 U-13 4県オールスター選抜チーム交歓大会結果 

・2017/03/06 平成28年度福島県U-17エンデバー結果 

・2017/03/04 平成28年度福島県U-17エンデバー組合せ 

・2017/03/03 東日本復興イベントについてのお知らせ 

・2017/02/28 平成29年度昇格・返上者一覧(審判委員会) 
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・2017/02/28 第7回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会決勝トーナメント結果 

・2017/02/20 平成28年度一般社団法人福島県バスケットボール協会表彰式・表彰者一覧 

・2017/02/07 第7回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会決勝トーナメント組合せ 

・2017/02/05 第7回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会予選リーグ結果 

・2017/02/05 第27回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会結果 

・2017/01/30 高校新人地区大会県南予選・県南選手権大会結果 

・2017/01/25 第7回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会予選組合せ 

・2017/01/24 第27回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会組合せ 

・2017/01/20 第7回福島県ジュニアバスケットボール選手権大会要項・参加申込 

・2017/01/12 県協会名誉会長（石田洵氏）功労賞表彰記事 

・2017/01/12 小中連携強化競技会兼U-13県選抜選手選考会結果 

・2017/01/10 福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技結果 

・2017/01/06 第27回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会特設ページ 

・2016/12/26 小中連携強化競技会兼U-13県選抜選手選考会 

・2016/12/20 福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2016/12/13 高校新人地区大会県北・会津・相双予選結果 

・2016/12/05 福島県中学校各地区選抜強化競技会結果 

・2016/11/27 第69回・49回東北実業団バスケットボール選手権結果 

・2016/11/25 高校新人地区大会関係 

・2016/11/22 福島県中学校各地区選抜強化競技会 

・2016/11/16 第69回・49回東北実業団バスケットボール選手権実施要項・組合せ 

・2016/11/16 第53回福島県高校選抜大会戦評 

・2016/11/10 第53回福島県高校選抜大会結果 

・2016/11/08 第43回福島県ジュニア新人バスケットボール大会結果 

・2016/10/25 第71回福島県男女総合バスケットボール選手権大会結果 

・2016/10/19 第43回福島県ジュニア新人バスケットボール大会組合せ 

・2016/10/12 第53回福島県高校選抜大会組合せ 

・2016/10/09 第71回福島県男女総合バスケットボール選手権大会組合せ 

・2016/10/06 第43回福島県ジュニア新人バスケットボール大会要項・申込 

・2016/10/05 第31回福島県クラブバスケットボール選手権大会結果 

・2016/10/03 第3回３×３日本選手権福島県大会のお知らせ 

・2016/09/26 第31回福島県クラブバスケットボール選手権大会結果① 

・2016/09/20 福島県男女総合バスケットボール選手権大会実施要項・申込 

・2016/09/15 第53回福島県高校選抜大会実施要項・申込 

・2016/09/14 高校選抜大会県北地区予選結果 

・2016/09/14 第31回福島県クラブバスケットボール選手権大会組合せ 

・2016/09/14 第71回国民体育大会バスケットボール競技関係 

・2016/08/25 第43回東北総合体育大会バスケットボール競技 

・2016/08/18 全日本教員大会結果 

・2016/08/18 ジュニアサマーキャンプ報告及び第2回実施要項 

・2016/08/18 第46回東北中学校体育大会 バスケットボール競技結果 
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・2016/08/08 第31回福島県クラブバスケットボール選手権大会実施要項・申込 

・2016/08/08 第46回東北中学校体育大会 バスケットボール競技組合せ 

・2016/08/08 初心者審判講習会実施報告 

・2016/07/25 第59回中学校体育大会結果 

・2016/07/14 ジュニアサマーキャンプ情報 

・2016/07/11 第69回総合体育大会バスケットボール結果・選評 

・2016/06/29 第69回総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2016/06/29 第59回中学校体育大会組合せ 

・2016/06/28 県総体各地区予選結果（県南・相双・県北） 

・2016/06/16 第69回総合体育大会バスケットボール競技実施要項・申込 

・2016/06/14 第71回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会 

・2016/06/14 高校体育大会最終結果・戦評 

・2016/05/24 高校体育大会組合せ 

・2016/05/17 高校体育大会各地区予選結果（県北・県南・相双） 

・2016/05/12 強化委員会応援Tシャツ・グッズのご案内 

・2016/05/10 高校体育大会実施要項・参加申込 

・2016/05/09 高校大会県北地区予選組合せ 

・2016/04/21 審判委員会関係資料 

・2016/04/07 協会年間行事計画 

・2016/04/07 強化普及部関係資料 

・2016/04/07 審判審査委員会（新規日本公認・県公認昇格者・移籍者資格返上者） 

・2016/03/10 「ふくしまで一緒にやろう！」プロジェクト強化練習会実施要項 

・2016/03/07 平成27年バスケットボール競技U-18エンデバー結果 

・2016/03/10 平成27年度「ふくしまで一緒にやろう！」プロジェクト 実施要項 強化練習会 

・2016/03/07 平成27年度福島県バスケットボール競技 U-18エンデバー結果 

・2016/02/25 第55回福島県高等学校新人バスケットボール競技選評 

・2016/02/23 第6回福島県中学生バスケットボール選手権大会結果 

・2016/02/09 第6回福島県中学生バスケットボール選手権大会 予選結果・トーナメント組合せ 

・2016/02/08 第26回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会結果 

・2016/01/28 第29回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会 staff・選手紹介のお知らせ 

・2016/01/27 第6回福島県中学生バスケットボール選手権大会選組合せ 

・2016/01/13 第55回福島県高等学校新人バスケットボール競技結果 

・2016/01/05 第6回福島県中学生バスケットボール選手権大会要項・申込み 

・2015/12/28 第55回福島県高等学校新人バスケットボール競技組合せ 

・2015/12/28 第55回福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技各地区結果 

・2015/12/03 第55回福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技要項・申込み 

・2015/12/01 平成27年度中学校各地区選抜強化競技会結果 

・2015/11/26 平成27年度中学校各地区選抜強化競技会要項 

・2015/11/19 第29回東北クラブバスケットボール選手権大会結果 

・2015/11/10 第70回東北男女総合バスケットボール選手権大会結果 

・2015/11/10 第42回福島県中学校新人バスケットボール大会結果 
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・2015/11/02 第52回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会結果 

・2015/10/27 第42回福島県中学校新人バスケットボール大会組合せ 

・2015/10/20 第70回福島県男女総合バスケットボール選手権大会結果 

・2015/10/09 第52回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2015/10/08 第42回福島県中学校新人バスケットボール大会要項 

・2015/10/05 第30回福島県クラブバスケットボール選手権 結果 

・2015/09/26 第70回福島県男女総合バスケットボール選手権大会組合せ 

・2015/09/26 第2回3x3福島大会開催のお知らせ要項 

・2015/09/17 第52回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会要項・申込み 

・2015/09/16 第30回福島県クラブバスケットボール選手権大会組合せ 

・2015/09/11 第52回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会県北地区結果 

・2015/09/09 平成27年度県南地区1年生大会結果 

・2015/09/08 第52回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会相双地区組合せ 

・2015/09/01 第52回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会県南地区結果 

・2015/08/31 平成27年度福島県バスケットボール協会ジュニアサマーキャンプ情報2 

・2015/08/30 第70回福島県男女総合バスケットボール選手権大会要項 

・2015/08/14 平成27年度東北総合体育大会 福島県選抜選手のお知らせ 

・2015/08/14 第30回福島県クラブバスケットボール選手権大会要項 

・2015/08/05 平成27年度県初心者審判講習会開催報告 

・2015/08/05 第68回福島県総合体育大会中学生の部結果 

・2015/07/25 平成27年度第58回福島県中学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2015/07/22 平成27年度福島県バスケットボール協会ジュニアサマーキャンプ情報 

・2015/07/13 第68回福島県総合体育大会結果 

・2015/07/04 平成27年度第58回福島県中学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2015/07/01 第68回福島県総合体育大会中学生の部要項・申込み 

・2015/06/27 第68回福島県総合体育大会組合せ 

・2015/06/16 第68回福島県総合体育大会各地区予選結果 

・2015/06/08 第68回福島県総合体育大会各地区予選組合せ 

・2015/06/05 第68回福島県総合体育大会実施要項・参加申込み 

・2015/06/01 県高校総体結果 

・2015/05/19 県高校総体組合せ 

・2015/05/18 高校総体各地区予選相双地区結果 

・2015/05/17 強化委員会からＴシャツ等販売のお知らせ 

・2015/05/13 高校総体各地区予選 会津・県北地区結果 

・2015/05/11 高校総体各地区予選 県南地区結果 

・2015/05/08 高校総体各地区予選組合せ 県大会参加申込み 

・2015/04/24 ＪＢＡからのお知らせ 

・2015/04/13 審判委員会より日本公認審査についてのお知らせ 

・2015/04/07 強化普及部より公認コーチ講習会開催のお知らせ 

・2015/04/07 審判委員会審判審査委員会より新規日本公認・県公認昇格者・移籍者・資格返上者のお知らせ 

・2015/04/01 福島県バスケットボール協会平成27年度競技日程 
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・2014/09/20 第51回福島県高等学校選抜バスケットボール選手権大会 実施要項・参加申込み 

・2014/09/19 第69回福島県男女総合バスケットボール選手権大会組合せ・練習コート割り当て 

・2014/09/17 福島県少年男子選抜チーム強化試合のお知らせ 

・2014/09/16 第29回福島県クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2014/09/10 第51回福島県高等学校選抜バスケットボール選手権大会県北地区結果 

・2014/09/08 第51回福島県高等学校選抜バスケットボール選手権大会会津地区結果 

・2014/09/08 平成26年度一年生バスケットボール大会県南地区結果 

・2014/09/01 第51回福島県高等学校選抜バスケットボール選手権大会県南地区結果 

・2014/08/28 第69回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 実施要項・参加申込み 

・2014/08/28 第51回福島県高等学校選抜バスケットボール選手権大会 県北地区予選組合せ 

・2014/08/23 第44回全国中学校体育大会バスケットボール競技 リンク 

・2014/08/21 第29回福島県クラブバスケットボール選手権大会組合せ 

・2014/08/17 第41回東北総合体育大会バスケットボール競技結果 

・2014/08/16 第41回東北総合体育大会バスケットボール競技 福島県選抜選手 

・2014/08/13 第51回福島県高等学校選抜バスケットボール選手権大会各地区予選 

・2014/08/10 第44回東北中学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2014/08/05 第29回福島県クラブバスケットボール選手権大会 実施要項 

・2014/07/30 第33回全国ママさんバスケットボール交歓大会結果 

・2014/07/26 平成26年度第57回福島県中学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2014/07/23 第41回東北総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2014/07/16 第67回福島県総合体育大会スポーツ少年団体バスケットボール競技中学生の部組合せ 

・2014/07/14 平成26年度福島県総合体育大会バスケットボール競技結果 

・2014/07/12 第67回福島県総合体育大会スポーツ少年団体バスケットボール競技中学生の部 実施要項・

参加申込み 

・2014/07/07 平成26年度第57回福島県中学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2014/07/01 平成26年度福島県総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2014/06/24 第41回東北総合体育大会バスケットボール競技 実施要項 大会参加申込み 

・2014/06/22 第69回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼第50回NHK杯大会 結果 

・2014/06/17 平成26年度第57回福島県中学校体育大会バスケットボール競技 実施要項 大会参加申込み 

・2014/06/17 平成26年度福島県総合体育大会バスケットボール競技 各地区予選 結果 

・2014/06/11 平成26年度福島県総合体育大会バスケットボール競技 実施要項・参加申込み 

・2014/06/10 第69回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼第50回NHK杯大会 組合せ 

・2014/06/02 平成26年度福島県総合体育大会バスケットボール競技 各地区予選組合せ 

・2014/06/02 平成26年度福島県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 結果 

・2014/05/28 第69回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼第50回NHK杯大会実施要項 参加宿

泊申込み 

・2014/05/22 平成26年度福島県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 相双地区予選結果 

・2014/05/16 平成26年度福島県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2014/05/14 平成26年度福島県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 県南区予選結果 

・2014/05/14 平成26年度福島県バスケットボール協会審判委員会 組織図 

・2014/05/12 平成26年度福島県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 各地区予選結果  
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・2014/05/08 平成26年度福島県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 各地区予選組合せ 

・2014/04/21 JBA公認コーチ講習会・リフレッシュ講習会のお知らせ 

・2014/04/15 2014年版福島県バスケットボール応援Ｔシャツ&グッズ販売のお知らせ 

・2014/04/15 日本公認審判員審査会（選考規定）・申込みについて 

・2014/04/10 第15回Wリーグファイナル福島大会チケット・臨時バスのご案内 

・2014/04/03 平成26年度福島県バスケットボール協会公認審判員昇格者 

・2014/04/03 平成26年度福島県バスケットボール協会年間行事計画 

・2014/04/03 第27回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会 結果 

・2014/04/03 第40回全日本クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2014/03/13 平成25年度「Ｕ１７エンデバー審判講習会」開催報告 

・2014/03/10 平成25年度Ｕ－１７エンデバー地区選抜バスケットボール大会 結果 

・2014/03/03 初心者審判講習会開催報告 

・2014/03/01 第15回Wリーグファイナル福島大会前売り券販売のお知らせ 

・2014/02/25 第4福島県中学生バスケットボール選手権大会 決勝トーナメント 結果 

・2014/02/09 第4福島県中学生バスケットボール選手権大会 予選リーグ結果・決勝トーナメント組合せ 

・2014/01/28 第4福島県中学生バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2014/01/21 第4福島県中学生バスケットボール選手権大会 実施要項・参加申込み 

・2014/01/13 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 結果 

・2014/01/11 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 結果 

・2013/12/21 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 県北地区予選 結果 

・2013/12/20 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2013/12/20 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 県南地区予選 結果 

・2013/12/16 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 相双地区予選 結果 

・2013/12/12 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 会津地区予選 結果 

・2013/12/05 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 実施要項 参加申込み 

・2013/12/05 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 県南地区予選 組合せ 

・2013/12/03 平成25年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 各地区予選 組合せ 

・2013/11/30 第44回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 

・2013/11/30 第27回東北クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2013/11/11 第40回福島県中学校新人バスケットボール大会 結果 

・2013/11/04 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 結果 

・2013/11/04 平成25年度３ｘ３日本選手権プレ大会福島県予選会開催のお知らせ 

・2013/10/21 第68回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 結果 

・2013/10/20 第40回福島県中学校新人バスケットボール大会 組合せ 

・2013/10/11 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2013/10/08 第40回福島県中学校新人バスケットボール大会 実施要項 

・2013/09/30 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 相双地区予選 結果 

・2013/09/28 第68回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2013/09/26 第28回福島県クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2013/09/25 東京国体平成25年度福島県成年女子選抜選手 

・2013/09/18 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 実施要項 参加申込み 
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・2013/09/18 平成25年度福島県審判委員会 組織図 

・2013/09/12 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 県北地区予選 結果 

・2013/09/10 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 会津地区予選 結果 

・2013/09/10 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 相双地区予選 組合せ 

・2013/09/06 第68回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 実施要項 

・2013/09/05 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 県南地区予選 結果 

・2013/08/31 平成25年度福島県選抜選手 

・2013/08/30 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 県 北地区予選 組合せ 

・2013/08/29 第50回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 県南地区予選 組合せ 

・2013/08/29 第28回福島県クラブバスケットボール選手権大会 組合せ 

・2013/08/11 平成25年度東北総合体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2013/07/25 平成25年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技 

・2013/07/25 第28回福島県クラブバスケットボール選手権大会 実施要項 

・2013/07/20 第66回福島県総合体育大会バスケットボール競技 結果 

・2013/07/18 県総体 相双地区予選 結果 

・2013/06/29 平成25年度福島県中学校体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2013/06/27 第66回福島県総合体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2013/06/25 県総体 県南地区予選 結果 

・2013/06/25 第68回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼第48回ＮＨＫ杯 結果 

・2013/06/24 県総体 各地区予選 結果 

・2013/06/21 県総体 相双地区予選 組合せ 

・2013/06/19 県総体 県南・会津地区予選 組合せ 結果 

・2013/06/18 日本スポーツマスターズ2013 バスケットボール競技参加選手募集について 

・2013/06/18 県総体各地区予選 組合せ 結果 

・2013/06/17 日本公認審判員審査会選考規程の変更について 

・2013/06/14 第68回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼第48回ＮＨＫ杯 組合せ 

・2013/06/14 第66回福島県総合体育大会 実施要項 

・2013/06/11 平成25年度県高校総体 結果 

・2013/05/22 平成25年度県高校総体 組合せ 

・2013/05/15 平成25年度高校総体相双地区予選 結果 

・2013/05/14 平成25年度高校総体会津・県南地区予選 結果 

・2013/05/13 平成25年度高校総体県北地区予選 結果 

・2013/05/08 平成25年度高校総体会津地区予選 組合せ 

・2013/05/07 平成25年度高校総体相双地区予選 組合せ 

・2013/05/03 平成25年度高校総体県南地区予選 組合せ 

・2013/05/01 平成25年度高校総体県北地区予選 組合せ 

・2013/04/21 強化普及部よりＪＢＡ公認コーチ講習会日程等ついて 

・2013/04/16 福島県バスケットボール協会 日本公認・県公認審判員 昇格者 

・2013/04/01 平成25年度福島県バスケットボール協会 年間行事計画表  

・2013/02/25 平成24年度Ｕ－１８エンデバー地区選抜大会 結果 

・2013/02/25 平成24年度東日本中学生バスケットボール大会 結果  
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・2013/02/25 第3回福島県中学生バスケットボール選手権大会決勝トーナメント結果 

・2013/02/23 第26回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2013 

・2013/02/12 第3回福島県中学生バスケットボール選手権大会予選リーグ結果・決勝トーナメント組合せ 

・2013/02/12 平成24年度福島県審判講習会実施要項 

・2013/02/04 第23回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会 結果 

・2013/01/25 第23回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2013/01/22 第3回福島県中学生バスケットボール選手権大会開催のお知らせ 

・2013/01/14 平成24年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 結果 

・2012/12/24 平成24年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2012/12/18 平成24年度福島県高校新人バスケットボール競技 相双地区予選 結果 

・2012/12/17 平成24年度福島県高校新人バスケットボール競技 県南地区予選 結果 

・2012/12/12 平成24年度福島県高校新人バスケットボール競技 県北 会津地区予選 結果 

・2012/12/11 平成24年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 特設サイト開設のお知らせ 

・2012/12/09 平成24年度福島県高校新人バスケットボール競技 県南地区予選 組合せ 

・2012/12/02 第26回東北クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2012/11/26 平成24年度福島県高校新人バスケットボール競技 県北地区予選 組合せ 

・2012/11/11 第67回東北男女総合バスケットボール選手権大会 結果 

・2012/11/08 第39回福島県中学校新人バスケットボール大会 結果 

・2012/11/07 強化委員会強化普及部 からのお知らせ 

・2012/11/06 第26回東北クラブバスケットボール選手権大会 組合せ 

・2012/10/29 福島県選抜高校バスケットボール選手権大会 結果 

・2012/10/27 第67回東北男女総合バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2012/10/21 第26回東北クラブバスケットボール選手権大会 実施要項 

・2012/10/20 第39回福島県中学校新人バスケットボール大会 組合せ 

・2012/10/09 福島県選抜高校バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2012/10/05 第67回東北男女総合バスケットボール選手権大会 実施要項 参加申込み 

・2012/10/04 第39回福島県中学校新人バスケットボール大会 実施要項 

・2012/09/27 県男女総合バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2012/09/25 ぎふ清流国体福島県成年男子選抜選手 

・2012/09/25 県選抜高校バスケットボール選手権大会 相双地区予選 結果 

・2012/09/22 福島県選抜高校バスケットボール選手権大会 実施要項 参加申込み 

・2012/09/14 福島県第27回クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2012/09/14 県選抜高校バスケットボール選手権大会 県北区予選 結果 

・2012/09/13 県男女総合バスケットボール選手権大会 実施要項 

・2012/09/13 ぎふ清流国体にリンク 

・2012/09/11 県選抜高校バスケットボール選手権大会 会津地区予選 結果 

・2012/09/05 県選抜高校バスケットボール選手権大会 県北・会津地区予選 組合せ 

・2012/09/03 県選抜高校バスケットボール選手権大会 各地区予選 結果  

・2012/08/29 県選抜高校バスケットボール選手権大会 各地区予選 組合せ 

・2012/08/22 福島県第27回クラブバスケットボール選手権大会 組合せ 

・2012/08/19 平成24年度東北総合体育大会バスケットボール競技 結果 
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・2012/08/18 平成24年度東北総合体育大会バスケットボール競技  

・2012/08/11 平成24年度東北総合体育大会バスケットボール競技 福島県選抜選手 

・2012/07/31 第42回東北中学校バスケットボール大会 特設サイトにリンク 

・2012/07/27 福島県第27回クラブバスケットボール選手権大会 実施要項 参加申込み 

・2012/07/25 平成24年度全国高等学校総合体育大会2012北信越かがやき総体にリンク 

・2012/07/22 第55回福島県中学校体育大会バスケットボール競技 特設サイトにリンク 

・2012/07/09 県総体バスケットボール競技 県大会 結果  

・2012/06/30 第55回福島県中学校体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2012/06/30 第67回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会 結果 

・2012/06/22 第55回福島県中学校体育大会バスケットボール競技 チーム情報メール送信用ファイル 

・2012/06/22 県総体バスケットボール競技 県大会組合せ 

・2012/06/22 県総体バスケットボール競技 県北地区予選 結果 

・2012/06/19 県総体バスケットボール競技 相双・県南地区予選 結果 

・2012/06/18 県総体バスケットボール競技 会津・いわき地区予選 結果 

・2012/06/17 第67回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2012/06/15 県総体バスケットボール競技県北・相双地区予選 組合せ 

・2012/06/14 スーパースポーツゼビオ2012ＸＥＢＩＯＣＵＰ開催のお知らせ 

・2012/06/09 第65回県総合体育大会バスケットボール競技実施要項・参加申込み 

・2012/06/09 ＪＢＡ公認コーチリフレッシュ講習会実施要項 

・2012/06/09 県総体バスケットボール競技県南地区予選 組合せ 

・2012/06/04 県高等学校体育大会バスケットボール競技 結果  

・2012/05/23 県高等学校体育大会バスケットボール競技相双地区予選 結果 

・2012/05/21 県高等学校体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2012/05/21 県高等学校体育大会バスケットボール競技県北地区予選 結果（再掲） 

・2012/05/18 県高等学校体育大会バスケットボール競技会県南区予選 結果 

・2012/05/17 県高等学校体育大会バスケットボール競技会津地区予選 結果 

・2012/05/15 県高等学校体育大会バスケットボール競技地区予選 結果 

・2012/05/11 県高等学校体育大会バスケットボール競技相双地区予選 組合せ 

・2012/05/08 第58回福島県高等学校体育大会バスケットボール実施要項 

・2012/05/07 県高等学校体育大会バスケットボール競技各地区予選 組合せ  

・2012/04/28 ALL JAPAN 3×3 BASKETBALL(JBA3×3)2012 in HIROSHIMA 施要項・大会参加申込み 

・2012/04/28 福島県バスケットボール協会2012（平成24年度）行事予定改訂版 スコアシート 

・2012/04/22 平成24年度福島県バスケットボール協会審判委員会組織図 

・2012/04/14 平成24年度日本バスケットボール協会ＪＢＡ公認コーチ講習会要項 

・2012/04/14 平成24年度日本バスケットボール協会公認審判昇格者（新規） 

・2012/04/14 平成24年度福島県バスケットボール協会公認審判昇格者（新規） 

・2012/03/23 2012（平成24年度）福島県バスケットボール協会 行事予定 

・2012/03/23 義捐金等の御礼 

・2012/03/23 平成23年度審判講習会（U-18エンデバー） 画像 

・2012/03/06 平成23年度福島県バスケットボールU-18エンデバー地区選抜 結果 

・2012/02/27 平成23年度福島県中学生バスケットボール選手権大会 決勝トーナメント結果  
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・2012/02/25 第25回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会情報 

・2012/02/25 平成23年度福島県バスケットボールU-18エンデバー地区選抜 実施要項 

・2012/02/25 第14回新人戦県中地区予選ミニバス結果 

・2012/02/18 平成23年度福島県中学生バスケットボール選手権大会 会場変更について 

・2012/02/13 平成23年度福島県中学生バスケットボール選手権大会 決勝トーナメント組合せ 

・2012/02/05 第22回東北高等学校新人バスケットボール選手権大会 結果 

・2012/02/04 平成23年度福島県中学生バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2012/01/28 平成23年度福島県中学生バスケットボール選手権大会 実施要項 

・2012/01/28 第22回東北高等学校新人バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2012/01/22 平成23年度福島県中学生バスケットボール選手権大会 申込み 

・2012/01/18 第51回福島県高等学校新人バスケットボール大会 結果 

・2011/12/27 第27回福島県ミニバスケットボール優勝大会 結果 

・2011/12/17 第51回福島県高等学校新人バスケットボール大会 組合せ 

・2011/12/12 第51回福島県高校新人バスケットボール大会 各地区予選 結果 

・2011/12/12 第51回福島県高等学校新人バスケットボール大会 実施要項 

・2011/12/02 第51回福島県高校新人バスケットボール大会 各地区予選 組合せ 

・2011/12/02 第25回東北クラブバスケットボール選手権大会 結果  

・2011/11/23 第25回東北クラブバスケットボール選手権大会 組合せ 

・2011/11/23 男子第64回・女子第49回東北実業団バスケットボール選手権大会 結果 

・2011/11/16 第38回福島県中学校新人バスケットボール大会 結果 

・2011/11/06 男子第64回・女子第49回東北実業団バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2011/10/31 第48回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 結果 

・2011/10/30 第38回福島県中学校新人バスケットボール大会 組合せ 

・2011/10/18 第66回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 結果 

・2011/10/12 第48回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2011/10/08 第38回福島県中学校新人バスケットボール大会 実施要 

・2011/09/30 第66回国民体育大会バスケットボール競技 福島県選抜選手 

・2011/09/28 平成23年度福島県選抜高校バスケットボール選手権大会（WC）相双地区予選結果 

・2011/09/27 第66回国民体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2011/09/23 第66回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2011/09/20 第26回福島県クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2011/09/17 福島県選抜少年男子チーム強化練習試合要項 

・2011/09/17 第48回福島県選抜高校バスケットボール選手権大会 実施要項 

・2011/09/12 会津バスケットボール協会公式ホームページ開設＆リンク 

・2011/09/07 平成23年度福島県選抜高校バスケットボール選手権大会各地区予選 結果 

・2011/08/30 2011ＷＪＢＬ福島大会開催のお知らせ 

・2011/08/30 第38回東北総合体育大会バスケットボール競技 結果 

・2011/08/29 平成23年度福島県選抜高校バスケットボール選手権大会各地区予選 

・2011/08/28 第66回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 実施要項 

・2011/08/26 第26回福島県クラブバスケットボール選手権大会 組合せ 

・2011/08/26 第38回東北総合体育大会バスケットボール競技 組合せ  
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・2011/08/26 男子第49回・女子第41回全国教員バスケットボール選手権大会 結果 

・2011/08/19 平成23年度東北総合体育大会福島県選抜選手 

・2011/08/08 第26回福島県クラブバスケットボール選手権大会 実施要項 

・2011/08/07 平成23年度東北中学校体育大会第41回東北中学校バスケットボール大会兼第41回全国中学

校バスケットボール大会東北予選会 組合せ 

・2011/07/28 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校バスケットボール選手権大会結

果 

・2011/07/25 平成23年福島県中学校体育大会 結果 

・2011/07/10 平成23年度県総合体育大会 結果（7/10） 

・2011/07/08 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校バスケットボール選手権大会 

・2011/07/04 平成２３年度中学校体育大会 各地区予選 結果 

・2011/07/04 平成23年度県総合体育大会 結果（7/3） 

・2011/06/27 震災に際してのお見舞い、義捐金の御礼 

・2011/06/26 第66回東北高等学校男女選手権大会兼第46回NHK杯 結果 

・2011/06/24 平成23年度県総合体育大会 組合せ・連絡事項 

・2011/06/21 被災地におけるコーチライセンス更新手続きの猶予期間について（緊急） 

・2011/06/21 平成23年度県総合体育大会 県北 県南地区予選 結果 

・2011/06/20 平成23年度県総合体育大会 会津 いわき地区予選 結果 

・2011/06/19 平成23年度県総合体育大会相双地区予選 結果 

・2011/06/16 第54回福島県中学校体育大会 参加申し込みについて 

・2011/06/15 平成23年度県総合体育大会県南地区予選 高校 組合せ 

・2011/06/14 平成23年度県総合体育大会相双地区予選 ミニ・高校 組合せ 

・2011/06/13 第66回東北高等学校男女選手権大会兼第46回NHK杯大会 組合せ 

・2011/06/13 平成23年度県総合体育大会 各地区予選組合せ 

・2011/06/08 平成23年福島県総合体育大会バスケットボール競技 実施要項 

・2011/06/08 ALL JAPAN 3on3 IN AICHI 福島県予選 実施要項 

・2011/06/06 平成23年福島県高等学校体育大会 結果  

・2011/05/30 平成23年ＪＢＡ公認コーチリフレッシュ講習会開催について 

・2011/05/30 平成23年度ＪＢＡ公認コーチ養成講習会開催の日程変更について 

・2011/05/26 平成23年度高校体育大会県大会 確認事項 

・2011/05/24 平成23年度高校体育大会県大会 組合せ・事務連絡 

・2011/05/16 平成23年度高校体育大会各地区予選 結果 

・2011/05/09 平成23年度高校体育大会各地区予選 組合せ  

・2011/04/28 平成23年度福島県バスケットボール協会 競技日程変更 

・2011/04/23 平成23年度ＪＢＡ公認コーチ養成講習会 会場変更について 

・2011/04/20 平成23年度福島県バスケットボール協会 競技日程変更 

・2011/04/16 平成23年度ＪＢＡコーチ養成講習会開催のお知らせ 

・2011/03/26 平成23年度福島県バスケットボール協会競技日程  

・2011/03/17 全国大会中止のお知らせ 

・2011/03/08 福島県車椅子バスケットボールチーム TEAM EARTH HP にリンク 

・2011/03/08 平成23年度日本バスケットボール協会公認審判員昇格者 
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・2011/03/08 平成23年度福島県バスケットボール協会公認審判員昇格者 

・2011/03/08 第42回全日本ミニバスケットボール大会 組合せ 福島県バスケットボール協会  

・2011/03/08 第37回全国クラブバスケットボール選手権大会 組合せ 

・2011/03/07 日本バスケットボール協会新ルールの採用について 

・2011/03/07 第24回都道府県対抗ジュニアオールスター 組合せ 

・2011/03/07 平成22年度福島県Ｕ－１８エンデバー地区選抜バスケットボール大会 結果 

・2011/03/04 平成22年度福島県Ｕ－１８エンデバー地区選抜バスケットボール大会 

・2011/03/02 第１回福島県中学校バスケットボール選手権大会 結果 

・2011/02/23 第24回都道府県対抗ジュニアオールスター情報 

・2011/02/13 平成22年度審判委員会講習会実施要項について 

・2011/02/06 第21回度東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会 結果 

・2011/02/04 平成22年度バスケットボール男子育成強化キャンプメンバーについて 

・2011/01/27 第１回福島県中学校バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2011/01/21 第１回福島県中学校選手権大会（実施要項・参加申込み・宿泊申込み） 

・2011/01/20 第22回度東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2011/01/11 平成22年度高等学校新人体育大会バスケットボール競技 結果 

・2011/01/07 各賞受賞のお知らせ  

・2010/12/28 第21回度東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会（実施要項・参加申込み） 

・2010/12/19 平成22年度高等学校新人体育大会バスケットボール競技 組合せ  

・2010/12/14 平成22年度高等学校新人体育大会 各地区予選結果  

・2010/12/07 平成22年度高等学校新人体育大会バスケットボール競技（実施要項・参加申込み）  

・2010/12/02 平成22年度高等学校新人体育大会 相双地区組合せ 

 ・2010/11/30 第41回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会  

・2010/11/30 JBL2010-2011シーズン リンク栃木BREX 福島県協会加盟団体チケット申込みについて  

・2010/11/30 第24回クラブ東北バスケットボール選手権大会 結果  

・2010/11/30 第26回福島県ミニバスケットボール優勝大会 県南地区選結果 

・2010/11/24 第26回福島県ミニバスケットボール優勝大会 各地区予選結果 

・2010/11/23 第24回クラブ東北バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2010/11/23 平成22年度高等学校新人体育大会 各地区組合せ 

・2010/11/23 第3回クラブシニアバスケットボール選手権大会 結果 

・2010/11/17 男子第63回・女子第48回東北実業団バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2010/11/17 第37回福島県中学校新人バスケットボール大会 結果 

・2010/11/04 第65回東北男女バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2010/10/31 第47回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 結果 

・2010/10/30 第37回福島県中学校新人バスケットボール大会 組合せ 

・2010/10/18 第65回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 結果 

・2010/10/09 第47回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2010/10/09 第37回福島県中学校新人バスケットボール大会 実施要項・参加申込み 

・2010/10/05 県南・いわき地区高等学校1年生大会 結果 

・2010/09/30 第65回福島県男女総合バスケットボール選手権大会 組合せ 

・2010/09/26 第65回国民体育大会バスケットボール競技 結果 
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・2010/09/20 平成２２年度全日本実業団バスケットボール競技大会（平塚大会） 結果 

・2010/09/13 第25回福島県クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2010/09/11 第65回国民体育大会バスケットボール競技 組合せ 福島県バスケットボール協会  

・2010/09/10 第47回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 実施要項・参加申込み 

・2010/09/09 本県出身選手の全日本情報 

・2010/09/07 平成22年度高校選抜優勝大会 各地区予選結果 

・2010/08/30 第65回福島県男女総合選手権大会 実施要項・参加申込み 

・2010/08/29 平成22年度高校選抜優勝大会 各地区予選組合せ 

・2010/08/29 第63回全国高等学校体育大会バスケットボール競技 BOXスコア 

・2010/08/29 第37回東北総合体育大会バスケットボール競技 結果 

・2010/08/29 平成22年全国中学校体育大会 第40回全国中学校バスケットボール大会 結果 

・2010/08/29 喜多方バスケットボール協会にリンク 

・2010/08/21 第25回福島県クラブバスケットボール選手権大会 組合せ 

・2010/08/20 平成22年全国中学校体育大会 第40回全国中学校バスケットボール大会 リンク 

・2010/08/14 平成22年度福島県バスケットボール協会 選抜候補選手 

・2010/08/13 平成22年度福島県バスケットボール協会審判委員会 審判講習会の写真 

・2010/08/03 第25回福島県クラブバスケットボール選手権大会の実施について 

・2010/07/25 平成22年度福島県中学校体育大会 バスケットボール競技 結果 

・2010/07/22 第37回東北総合体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2010/07/14 第63回福島県総合体育大会バスケットボール競技 結果 

・2010/07/09 平成22年度福島県中学校体育大会 バスケットボール競技 組合せ 

・2010/07/06 財団法人福島県体育協会からのお知らせ 

・2010/07/05 財団法人日本バスケットボール協会創立80周年記念 

バスケットボール男子日本代表国際親善試合2010須賀川大会について 

・2010/07/03 第63回全国高等学校体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2010/06/30 県総体県北地区予選 結果 

・2010/06/30 財団法人日本バスケットボール協会創立80周年記念事業 ３on３ 結果 

・2010/06/27 福島県総合体育大会バスケットボール競技県北地区予選 ミニバスケットボール結果 

・2010/06/27 第65回東北高等学校男女選手権大会兼第45回ＮＨＫ杯 結果 

・2010/06/25 第63回福島県総合体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2010/06/21 県総体各地区予選 結果 

・2010/06/15 第63回福島県総合体育大会バスケットボール競技 実施要項・参加申込み 

・2010/06/14 第65回東北高等学校男女選手権大会兼第45回ＮＨＫ杯大会 組合せ 

・2010/06/14 第10回全国障害者スポーツ大会知的障がい者バスケットボール競技 北海道・東北ブロック

予選結果 

・2010/06/12 ２０１０ゼビオカップ３ｏｎ３ 大会開催のお知らせ 

・2010/06/12 県総体各地区予選 組合せ 

・2010/06/12 強化委員会より選抜選手選考についてのお知らせ 

・2010/06/09 強化委員会普及部よりお知らせ 

・2010/06/08 第56回福島県高等学校体育大会バスケットボール 結果 

・2010/05/31 審判委員会・審判審査委員会 規約・活動方針・審査方針等 更新 
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・2010/05/30 財団法人日本バスケットボール協会創立80周年記念事業 ３on３ 大会開催のお知らせ 

・2010/05/26 平成22年度 全日本実業団バスケットボール競技大会 東北地区予選会 結果 

・2010/05/24 強化委員会普及部より緊急のお知らせ 

・2010/05/21 第56回福島県高等学校体育大会バスケットボール 組合せ  

・2010/05/14 平成22年度福島県バスケットボール協会審判委員会講習会 審判講習会実施要項 

・2010/05/12 平成22年度各地区インターハイ予選 結果 

・2010/05/07 第56回福島県高等学校体育大会バスケットボール実施要項 

・2010/04/23 平成22年度各地区インターハイ予選 組合せ 

・2010/04/17 平成22年度ＪＢＡ公認コーチ養成講習会実施要項 

・2010/03/28 第41回全国ミニバスケットボール大会 

・2010/03/26 平成22年度日本バスケットボール協会公認・福島県バスケットボール協会公認審判員 昇格

者 

・2010/03/25 第36回全国クラブバスケットボール選手権 上位チーム・審判講習会 写真 

・2010/03/22 第36回全国クラブバスケットボール選手権3月22日（月）最終日結果 

・2010/03/14 2010年（平成22年度）競技日程 ダウンロードに pdf と Excel ファイルがあります 

・2010/03/08 第12 回福島県ミニバスケットボール新人大会 果 

・2010/03/07 福島県Ｕ－１８エンデバー 結果 

・2010/03/03 県中学生バスケットボール春季大会結果 

・2010/02/26 ジュニアオールスター情報 東日本選抜大会結果チーム写真 

・2010/02/23 第12回福島県ミニバスケットボール新人大会 第29回東北ブロックミニ交歓大会組合せ 

・2010/02/22 第36回全日本クラブバスケットボール選手権組合せ 

・2010/02/16 県中学生バスケットボール春季大会 参加校一覧組合せ 

・2010/02/10 第36回全日本クラブバスケットボール選手権要項 

・2010/02/09 県中学生バスケットボール春季大会要項 

・2010/02/06 平成21年度東北高校新人校新人体育大会男女バスケットボール競技結果 

・2010/02/05 第29回東北ブロックスポーツ少年団 ミニバスケッボール交歓大会 

・2010/02/05 第12回福島県ミニバスケットボール新人大会 

・2010/02/02 Ｕ－１８エンデバー開催にともなう審判講習会要項 

・2010/02/01 第23回都道府県対抗ジュニアオールスター 

・2010/02/01 第36回全国クラブバスケットボール選手権大会 

・2010/02/01 平成21年度福島県Ｕ－１８エンデバー 

・2010/02/01 平成21年度東北高校新人校新人体育大会男女バスケットボール競技組合せ 

・2010/01/11 平成21年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技結果  

・2009/12/21 平成21年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技組合せ  

・2009/12/15 平成21年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技各地区予選結果  

・2009/12/09 平成21年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技県北地区予選結果  

・2009/12/08 栗原貴宏選手（日本大学４年）関東大学バスケットボールリーグ戦最優秀選手賞受賞  

・2009/12/08 平成21年度第49回福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技実施要項  

・2009/12/08 平成21年度第40回全国高等学校選抜優勝大会にリンク 

・2009/11/28 平成21年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技各地区予選組合せ  

・2009/11/24 第23回東北クラブバスケットボール選手権大会結果 
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・2009/11/20 福島県体育協会 表彰受賞者 

・2009/11/17 第23回東北クラブバスケットボール選手権大会組合せ 

・2009/11/09 第64回東北男女総合バスケットボール選手権大会兼第85回天皇杯・第75回皇后杯全日本総

合バスケットボール選手権大会東北地区予選会結果 

・2009/11/01 第46回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会結果  

・2009/10/28 第36回福島県中学校新人バスケットボール大会組合せ 

・2009/10/27 第64回東北男女総合バスケットボール選手権大会兼第85回天皇杯・第75回皇后杯全日本総

合 

バスケットボール選手権大会東北地区予選会組合せ 

・2009/10/19 第64回福島県男女総合バスケットボール選手権大会結果  

・2009/10/16 福島県バスケットボール協会審判委員会主催 審判講習会開催のお知らせ  

・2009/10/15 第36回福島県中学校新人バスケットボール大会参加申込み  

・2009/10/13 第46回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会代表者会議・開会式  

・2009/10/08 第46回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2009/10/05 第64回国民体育大会トキめき新潟国体バスケットボール競技結果  

・2009/10/05 第46回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 相双地区予選結果  

・2009/09/30 第46回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 県北地区予選結果 相双地区予選 

組合せ  

・2009/09/28 平成21年度県南地区高等学校１年生大会 結果 

・2009/09/26 第64回福島県男女総合バスケットボール選手権大会組合せ 

・2009/09/26 第46回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 会津地区予選結果 

・2009/09/14 第24回福島県クラブバスケットボール選手権大会 結果 

・2009/09/13 福島県クラブバスケットボール連盟ホームページにリンク 

・2009/09/09 第46回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 実施要項 

・2009/09/09 第46回福島県選抜高等学校バスケットボール選手権大会 県南地区予選結果 

・2009/09/02 第64回福島県男女総合バスケットボール選手権大会要項 

・2009/08/30 第24回福島県クラブバスケットボール選手権大会組合せ 

・2009/08/28 平成21年度福島県高等学校バスケットボール選抜大会各地区予選組合せ 

・2009/08/23 第36回東北総合体育大会バスケットボール競技 結果 

・2009/08/20 第36回東北総合体育大会バスケットボール競技福島県選抜選手（候補） 成年男子訂正 

・2009/08/17 東北電力旗第22回東北ミニバスケットボール大会 組合せ 

・2009/08/09 第39回東北中学校大会バスケットボール競技結果 

・2009/08/09 第47回男子・第39回女子全日本教員バスケットボール選手権大会結果 

・2009/08/08 第36回東北総合体育大会バスケットボール競技福島県選抜選手（候補） 

・2009/08/01 平成21年度全国高校総体第62回全国高等学校バスケットボール選手権大会 第3日結果 

・2009/08/01 平成21年度県北高校バスケットボール１年生大会組合せ 

・2009/07/31 第24回福島県クラブバスケットボール選手権大会開催のお知らせ 

・2009/07/31 平成21年度全国高校総体第62回全国高等学校バスケットボール選手権大会 第2日結果 

・2009/07/30 第36回東北総合体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2009/07/30 東北電力旗第22回東北ミニバスケットボール大会情報 

・2009/07/30 第39回東北中学校大会バスケットボール競技 組合せ 
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・2009/07/30 平成21年度全国高校総体第６２回全国高等学校バスケットボール選手権大会 第1日結果 

・2009/07/21 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技 ミニバス 最終日結果 

・2009/07/20 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技 ミニバス 第1日結果 

・2009/07/13 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技 最終日結果 

・2009/07/12 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技 第2日結果 

・2009/07/11 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技 第1日結果 

・2009/07/06 第47回男子・第39回女子全日本教員バスケットボール選手権大会組合せ 

・2009/07/06 全国高等学校総合体育大会第62回全国高等学校バスケットボール選手権大会組合せ 

・2009/07/06 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技兼東北電力旗第22回東北ミニバスケット

ボール大会福島県予選会組合せ 

・2009/07/02 第52回福島県中学校体育大会バスケットボール競技 組合せ 

・2009/06/28 第64回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会結果 

・2009/06/25 第64回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会兼 第45回ＮＨＫ杯大会組合せ 

・2009/06/25 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2009/06/23 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技各地区予選結果 

・2009/06/17 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技相双地区予選（スポ小）結果 

・2009/06/11 ゼビオカップのホームページにリンクしました 

・2009/06/11 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技参加申し込みについて 

・2009/06/08 第55回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技結果 

・2009/06/04 福島県バスケットボール協会平成21年度役員一覧 

・2009/06/03 第62回福島県総合体育大会バスケットボール競技相双地区予選組合せ 

・2009/05/29 審判委員会からＴＯ募集のお知らせ 

・2009/05/28 強化委員会普及部から講習会開催のお知らせ 

・2009/05/21 第55回県高等学校体育大会バスケットボール競技組合せ 

・2009/05/19 第2回県中学生バスケットボール春季大会結果 

・2009/05/15 高校総体（インターハイ）相双・県南地区予選結果 

・2009/05/12 第2回県中学生バスケットボール春季大会組合せ 

・2009/05/12 高校総体（インターハイ）参加申し込みについて 

・2009/05/12 高校総体（インターハイ）各地区予選結果 

・2009/05/06 強化委員会普及部よりＪＢＡ公認コーチ更新手続きについてのお知らせ 

・2009/04/30 平成21年度福島県高等学校総合体育大会バスケットボール競技県南地区予選組み合わせ 

・2009/04/23 平成21年度福島県高等学校総合体育大会バスケットボール競技県北地区予選組み合わせ 

・2009/04/13 JABBA公認コーチ養成講習会（ＪＢＡ公認コーチ）について、強化委員会普及部をご覧くだ

さい 

・2009/04/13 審判委員会組織図を追加しました 

・2009/04/12 強化委員会行事計画更新しました 

・2009/04/02 ダウンロード 競技日程 更新しました（pdf・Excelファイル） 

・2009/04/01 加藤 廣志氏 （能代工高バスケットボー元監督）セミナー開催のお知らせ 

・2009/04/01 強化委員会普及部（コーチライセンスの流れ・ＪＡＢＢＡ公認コーチ養成過程について） 

・2009/04/01 事務局が福島北高校に変わりました 

・2009/03/31 第40回全国ミニバスバスケットボール結果・事務局が4/1から福島北高校に変わります 
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・2009/03/28 第22回都道府県対抗ジュニア・第40回全国ミニバスバスケットボール結果 

・2009/03/27 第22回都道府県対抗ジュニア・第40回全国ミニバスバスケットボール結果 

・2009/03/24 第22回都道府県対抗ジュニア・第40回全国ミニバスバスケットボール大会サイトにリンク 

・2009/03/22 競技・審判・審判審査 各委員会 更新 しました 

・2009/03/21 第35回全日本クラブバスケットボール選手権大会 平成21年3月21日(土)結果 

・2009/03/20 第35回全日本クラブバスケットボール選手権大会 平成21年3月20日(金) 

・2009/03/16 第11回福島県ミニバスケットボール新人大会結果 

・2009/03/11 福島県審判委員会（総務）からのお知らせ 

・2009/03/11 東北各種大会および福島県大会ローテーション表（案） 

・2009/03/08 平成20年度福島県バスケットボール競技Ｕー１８エンデバー 3月8日（日） 結果 

・2009/03/07 平成20年度福島県バスケットボール競技Ｕー１８エンデバー 3月7日（土） 結果 

・2009/03/04 平成20年度東日本選抜中学生バスケットボール大会結果（平成21年2月14・15日） 

・2009/03/03 福島県マスターズチーム（男子）からのお知らせ 

・2009/03/02 福島県バスケットボール協会平成21年度行事予定（案） 競技日程 

・2009/03/02 第28回東北ブロックスポーツ少年団 ・東北ミニバスケットボール交歓大会結果 

・2009/03/01 第11回福島県ミニバスケットボール新人大会 組み合わせ 


