
番号 規模 カテゴリー 担当 大会 日程 会場
1 中国 成年・少年 県協会 第75回中国ブロック国体 8/21～8/23 鳥取県民体育館
2 中国 障害者 県車いす 天皇杯日本車いすバスケットボール選手権大会中国ブロック予選会 4/11～4/12 岩美町民体育館

番号 規模 カテゴリー 担当 大会 日程 会場
1 県 Ｕ１２ 県協会U12 スプリングカップ 6/27～6/28 米子市民体育館　他
2 地区 Ｕ１２ 県協会U12東部 スプリングカップ東部予選 6/6～6/7 鳥取市民体育館　他
3 地区 Ｕ１２ 県協会U12中部 スプリングカップ中部予選 6/13～6/14 三朝総合スポーツセンター　他
4 地区 Ｕ１２ 県協会U12西部 スプリングカップ西部予選 6/6～6/7 米子市民体育館　他
5 県 Ｕ１２ 県協会U12 県優勝大会　兼　スポレク祭 11/28～11/29 鳥取県民体育館
6 地区 Ｕ１２ 県協会U12東部 県優勝大会東部予選 10/31～11/1・11/7～11/8 鳥取市民体育館　他
7 地区 Ｕ１２ 県協会U12中部 県優勝大会中部予選 11/7～11/8
8 地区 Ｕ１２ 県協会U12西部 県優勝大会西部予選 10/24～10/25・11/1・11/3・11/7～11/8 米子市民体育館　他
9 地区 Ｕ１２ 県協会U12東部 東部地区新人戦 1/中旬～2/28 東部地区各地
10 地区 Ｕ１２ 県協会U12中部 中部地区新人戦
11 地区 Ｕ１２ 県協会U12西部 西部地区新人戦 2/27～2/28・3/6～3/7 米子市民体育館　他
12 地区 Ｕ１２ 県協会U12東部 砂丘カップ 7/18～7/19 鳥取県民体育館
13 地区 Ｕ１２ 県協会U12東部 砂丘カップ２次予選 9/13～6/14 鳥取市民体育館　他
14 地区 Ｕ１２ 県協会U12東部 サマーチャレンジ東部地区大会 7/23～7/24
15 地区 Ｕ１２ 県協会U12中部 サマーチャレンジ中部地区大会 8/22
16 地区 Ｕ１２ 県協会U12中部 ロータリーカップ
17 地区 Ｕ１２ 県協会U12西部 西部地区ミニバス6年生交流大会 2/14 淀江体育館
18 リーグ Ｕ１２ 県協会U12 鳥取県バスケットボールリーグ（U12） 5月～11月 県内各地
1 県 Ｕ１５ 県中体連 県中総体 7/25～7/26 鳥取県民体育館
2 地区 Ｕ１５ 東部中体連 東部総体 6/4～6/5 鳥取県民体育館　他
3 地区 Ｕ１５ 中部中体連 中部総体
4 地区 Ｕ１５ 西部中体連 西部総体
5 県 Ｕ１５ 県中体連 県新人戦　兼　スポレク祭 10/24～10/25 岸本体育館　他
6 地区 Ｕ１５ 東部中体連 東部地区新人戦（秋季大会） 10/1～10/2 鳥取県民体育館　他
7 地区 Ｕ１５ 中部中体連 中部地区新人戦（秋季大会）
8 地区 Ｕ１５ 西部中体連 西部地区新人戦（秋季大会）
9 県 Ｕ１５ 県協会U15 U15選手権大会
10 リーグ Ｕ１５ 県協会U15 鳥取県バスケットボールリーグ（U15） 県内各地
1 県 Ｕ１８ 県高体連 高校総体県予選 5/24・5/30～6/1 鳥取県民体育館　他
2 県 Ｕ１８ 県高体連 ウインターカップ県予選 10/30～11/1・11/3 米子産業体育館・米子市民体育館　他

3 県 Ｕ１８ 県高体連 中国高校新人大会県予選 1/11・1/16～1/17 あやめ池スポーツセンター　他
4 地区 Ｕ１８ 東部高体連 中国高校新人大会県予選東部リーグ
5 地区 Ｕ１８ 中部高体連 中国高校新人大会県予選中部リーグ
6 地区 Ｕ１８ 西部高体連 中国高校新人大会県予選西部リーグ
7 地区 Ｕ１８ 東部高体連 鳥取招待女子バスケットボール大会 8/1～8/4 鳥取県民体育館　他
8 地区 Ｕ１８ 東部高体連 近県強化練習会 8/10～8/13 鳥取県民体育館　他
9 リーグ Ｕ１８ 県協会U18 鳥取県バスケットボールリーグ（U18） 県内各地
1 県 社会人 県社会人 全日本社会人県予選（OPEN） 11/8・11/15 国府体育館　他
2 県 社会人 県社会人 全日本社会人県予選（O-40） 6/14or7/5or7/12 淀江体育館
3 県 社会人 県社会人 全日本社会人県予選（O-50） 6/14or7/5or7/12 淀江体育館
4 県 社会人 県社会人 全日本社会人県予選（レディース）
6 地区 社会人 西部協会 西部地区バスケットボールカーニバル 2/11 米子市民体育館　他
7 リーグ 社会人 県社会人 T.LEAUGE 4/12～2/16 県内各地
1 県 障害者 車いす わかとり杯
2 県 障害者 鳥取県 スポレク祭 10/17～10/18
1 県 社会人・Ｕ１８ 県協会 天皇杯・皇后杯選手権県予選 8/29～8/30 鳥取県民体育館
2 県 社会人・Ｕ１８ 鳥取県 スポレク祭 10/17～10/18
※諸事情により大会の開催場所・開催日などが変更または中止になる場合があります。

2020年度　大会開催予定一覧表（全国大会・中国大会以上）

2020年度　大会開催予定一覧表（県大会・地区大会）


