
平成３０年度事業計画 

期   日 事      業      名 会     場 備     考 

４／１１ 第７２回近県大会運営会議 リージョン  

４／１４ 

～１６ 

第７２回近県選手権大会 

(参加数 185チーム・前年比△9) 
リージョン他 

(一般) 男 38  女 16 

(高校) 男 74  女 57 

４／８ 第１回指導者講習会 関根学園 
ミニ・中学・高校 

指導者 

４／２８ 

～３０ 
春季高等学校地区大会 総合体育館 男子     女子 

５／３～４ 第５０回上越地区中学校選手権大会 総合体育館他 男子 24  女子 17 

５／１９ 上越市体育協会定時評議員会 ハイマート 評議員(早川) 

５／２５ 

～２６ 
新潟県高校総体（女子の部） リージョン  

６／６～７ 第１３回上越市中学校大会 城西・城北中 男子 11   女子 8 

６／９～１０ 第４０回本間一夫杯大会 清里スポセン 男子    女子 

６／１６ 

～１７ 
ミニバス選抜優勝大会上越予選大会 総合体育館他 男子 12   女子 6 

７／３～４ 第６８回上越地区中学校大会 リージョン 男子 16  女子 16 

７／７～８ 第４回フレッシュミニバス大会 清里スポセン 男子 9   女子 4 

８／４ 上越地区中学生選抜セレクション 城西中  

８／４～５ ２０市職員スポーツ大会 未定 運営・審判協力 

８／４～５ 
第１３回ミニバス市内大会・ 

フレッシュミニバス交流大会 

清里スポセン 

浦川原体育館 

男子 8   女子 8 

男子 8 

８／１７ 

～１９ 
北信越国体(成年男女・少年女子) リージョン スタッフ協力 

８／１８ 

～１９ 
上越市中学生強化練習会 城西・城北他 男子 10  女子 7 

８／下旬 高等学校上越地区 1・2年生大会 市内高校 男子     女子 

９／８～９ 第２３回上越カップミニバス交歓会 清里・三和 男子 12   女子 12 

１０／  ３ 第１３回上越市中学校新人大会 リージョン 男子 10 女子 7 

１０／ 

２６～２７ 

 ２７～２８ 

 

ＷリーグアルビＢＢ公式戦 

ＢリーグアルビＢＢ公式戦 

リージョン スタッフ協力 

１１／１０ 

～１１ 
第４８回市民体育祭大会 総合体育館 男子     女子 

１１／３ 第１５回ミカサ杯中学校大会 城北・城西中 男子 8    女子 8 

１１／１０ 

～１１ 
新潟県ミニバス大会上越地区予選会 清里・三和 男子 12  女子 6 

１２／１～２ 第５０回上越地区中学校新人大会 総合体育館他 男子 22     女子 17 



１２／ 第２回指導者講習会 
上越総合技術 

高校 

ミニ・中学・高校 

指導者 

１２／２２ 

～２３ 
第４１回平野杯高等学校大会 総合体育館他 男子 12   女子 12 

１／１２ 上越市・妙高市中学校１年生大会 城西・城北 男子 11   女子 8 

１／１９ 

～２０ 

第１４回ミニバス市内大会・ 

フレッシュミニバス交流大会 

清里スポセン 

三和体育館 

男子 9   女子 8 

男子 8 

２／１ 髙田旅館組合懇談会 ターミナルH 役員出席 

２／２～３ 第２９回上越カップ近県中学校大会 リージョン他 男子 12  女子 12 

２／２２ 上越市小学校体育連盟懇談会 高陽荘 役員出席 

２／２３ 

～２４ 
第１０回永野一郎杯ミニバス大会 リージョン 男子 20   女子 12 

３／１～６ 全国教育系大学選手権大会 リージョン スタッフ協力 

３／１１ 第７３回近県大会抽選会 総合体育館 役員等 

３／１６ 

～１７ 

ミニバススプリングチャレンジカップ 

２０１９ 
リージョン 男子 16 女子 16 

３／２１ 上越市バスケットボール協会定例総会 高 陽 荘  

３／２３ 

～２４ 
第４１回本間一夫杯大会 教育プラザ 男子    女子 

３／２９ 

～３１ 

第２１回細野カップ女子カーニバル 

第２１回細野カップ男子交流会 

リージョン 

教育プラザ、他 

女子 36 

男子 10 

 

 

【中学３年生対象練習会】 

  ≪男子・女子≫ 

  期 日 ： ９月  日～１２月   日 （１０回予定） 

  会 場 ： 高田北城高等学校 

  指導者 ： 品田先生・庭山先生・丸山先生  

  参加者 ： 男女各３０人予定 

 

【中学１・２年生対象練習会】 

≪男子・女子≫ 

  期 日 ： ９月  日～１２月  日 （１０回予定） 

  会 場 ： 上越総合技術高等学校・関根学園高校  

  指導者 ： 大脇先生・佐藤先生  

参加者 ： 男女各５０人予定 

 


