平成 30 年度

沖縄県・中頭地区ミニバスケットボール連盟年間予定
月

沖縄県ミニバスケットボール連盟

中頭地区ミニバスケットボール連盟

中頭地区各ブロック

４ ◆各チーム４月中に登録手続き

◎第 1 回理事会（常任）【19 日(木) 19:30 ～】 ◆西ブロック【14 日】
◆南 4 年以下【
日】
◆うるまブロック 4 年以下【14 日】
◆沖縄市ブロック【14 日】

５ ◆第 1 回理事会【19 日(土)】

◆第 2 回理事会【25 日(金) 19:30 ～】

６ ◆九州理事長会議【16 日(土)】
◆第 1 回常任理事会【23 日(土)】

◆第 37 回春季大会申込み〆切【8 日(金)】
◆第 37 回春季大会代表者会議【17 日(日)】◆
◆第 37 回春季大会
【6/23 日(土)･6/30 日(土)･7/1 日(日)】
◆第 3 回理事会【7/1 日(日) 大会終了後～】

７ ◆夏季県大会申込み〆切【6 日(金)】

◆うるま市長杯【12,13,19 日】
◆南ブロック【19,20 日】
◆沖ブロック【
日】
◆西ブロック【19,20 日】

◆沖ブロック【

日】

◆県審判・コミッショナー研修会【13 日（土）】

◆第 2 回理事会
【21 日(土)】
◆抽選会及び監督会議【21 日(土)】
８ ◆第 3 回理事会【7 日(火)】
◆第 41 回夏季県大会
【4 日(土)～ 7 日(火)】
◆スポ少九州大会【宮崎大会】
【17 ～ 19】
○男子：那覇、八重山
○女子：国頭、中頭
◆全関西大会【10（金）～ 12（日）】
○男子：宮古
○女子：島尻

◆西ブロック 5 年以下【11 日】

９ ◆九州審判長会議
【 日(日)～ 日(月)】
◆第 4 回理事会【 日(土)】
◆Ｕ 12 エンデバー 佐賀県【8 ～ 9】

◆第 4 回理事会【1 日（土）16:00 ～】
◆ときめきカップ（福岡県）
【15 日（土）～ 17 日（月）】

◆３ on ３予選大会
う【 日】沖【
日】
西【 日】南【24 日】
◆うるま市４年以下【16 日】

10 ◆第 31 回 3on3 大会【6 日(土)】

◆第 5 回理事会【2 日(火)19:30 ～】

◆宜野湾５年以下【13 日】
◆宜野湾代表大会【14 日】
◆南ブロック秋季大会【20,21 日】
◆西ブロック【6,7 日】

◆第 30 回秋季大会申込み〆切【19 日(金)】
◆第 30 回秋季大会代表者会議【27 日(土)】
11 ◆第 2 回常任理事会【3 日(土)】
◆冬季県大会申込み〆切【30 日(金)】
12

◆第 30 回秋季大会【10・11・17・18 日】
◆西オールスター選考会【23 日】
◆第 6 回理事会【18 日(日) 大会終了後から】 ◆うるまブロック５年以下【23 日】

◆県審判・コミッショナー講習会【1 日（土）】

◆第 5 回理事会【8 日(土)】
◆抽選会及び監督会議【8 日(土)】
◆第 33 回冬季県大会(選抜・交流)
【22 日(土)～ 24 日(月)】
◆第 6 回理事会【24 日(月)】
１ ◆九州理事長会議・審判長会議
【12 日(土)～ 14 日（日）】
◆第 39 回全九州大会【熊本大会】
【12 日(土)～ 14 日(月)】

◆第 7 回理事会（常任）【18 日(金)19:30 ～】

２ ◆第 13 回全九州フレンドシップ大会
【23 日(土)～ 24 日(日)】

◆オールスター４ブロック交流 GAME
◆南ブロック新人冬季大会【16,17 日】
【2 日（土）】
◆ 30 年度さよなら大会申込み〆切【1 日(金)】
◆ 30 年度さよなら大会代表者会議【8 日(金)】
◆ 30 年度さよなら大会【16 日(土)】

３

◆第 9 回理事会【8 日(金)19:30 ～】

◆第 17 回県オールスター GAME (宮古 )

【2 日(土)～ 3 日(日)】
◆第 3 回常任理事会【9 日(土)】
◆第 29 回沖縄・京都交歓大会
【17 日(日)】
◆全国理事長会議・審判長会議
◆第 49 回全国大会【28 日～ 30 日】

◆沖縄市強化大会予定
◆オールスター選手選考会
う【 日】 沖【
日】
西【
日】 南【19,20 日】

◆うるま新人大会【10 日】
◆宜野湾５年以下【 9 日】
◆宜野湾代表大会【10 日】

