
定例委員会（顧問総会等）

（中止） 上尾運動公園体育館　　熊谷ドーム 男

越谷市立総合体育館 女

（中止） 学校総合体育大会  兼 本庄シルクドーム　　上尾運動公園体育館 男

全国総合体育大会県予選 越谷市立総合体育館　和光市総合体育館 女

全国高等学校バスケットボール 越谷市立総合体育館 男 正智深谷 西武文理

選手権大会県予選 深谷ビッグタートル他 女 正智深谷 埼玉栄

（中止） 県民総合体育大会  兼 熊谷市民体育館　　春日部市総合体育館 男

県新人大会 上尾運動公園体育館　　春日部市庄和体育館 女

男

女

２．派遣大会（関東）

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

男

女

３．派遣大会（全国）

男

女

男

女

男

女

４．講習会

７ （中止） 指導者講習会

７ （中止） ＴＯ講習会 各支部

3 （中止） 中高合同技術講習会

正智深谷　２回戦

１

１２ １２／２３～２９ 全国選抜優勝大会

準優勝

６

大会結果

優勝

月 日 行　事　名

５
関東大会県予選

会　　　場

５～２７

強化委員会・エンデバー委員会

２

８ １２～１８

６

１０

石川県（中止）

東京都
正智深谷　ベスト８

２

８～１１ 国民体育大会 鹿児島県（中止）

茨城県（中止）

１３・１４ 関東大会（女子）

６・７

８・９

埼玉県（中止）

全国総体

関東新人大会

令和２年度　事業報告

６

９

関東大会（男子）

（中止）
県民総体兼国体予選
（四支部大会）

上尾運動公園体育館

群馬県（中止）



月 日 行　　事　　名 会場 代表者会議 参加資格等

5 10 定例委員会（顧問総会） スポ総 各校顧問

14 関東高等学校県予選会 上尾公園 令和２年度新人大会８シード以上のチーム及び、各地区の予選通過２４チームの計

15 熊谷ドーム ５／１０ ３２チームとする。各地区の配当数は、令和２年８月３１日現在の登録数の

17 越谷総合 スポ総 比例配分とする。

21 ※本大会男女ベスト４は関東大会の出場権を得る。

22

18 学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会県予選会 越谷総合 関東大会県予選上位８チーム及び、各地区予選通過２４チームの計３２チーム

19 和　光 ６／１４ とする。各地区の配当数は、本年度関東大会県予選と同様とする。

20 上尾公園 スポ総 ※本年度男女上位各１チームは、全国総体出場権を得る。

26 深　谷 ※本年度男女上位各２チームは、本年度新人大会のシード権と埼玉県総合選手権大会の出場権を得る。

27 ※本年度男女上位各４チームは、全国高等学校バスケットボール選手権大会県予選のシード権を得る。

※本年度男女３～７位は埼玉県新人大会の地区シードとする。

技術講習会 北部地区 県内各校顧問・コーチ

4 全国高等学校バスケットボール選手権大会埼玉県予選 越谷総合 ８／１６ インターハイ県予選上位４チーム及び、各地区予選通過１２チームの合計１６チームとする。

5 深　谷 スポ総 各地区の配当数は、令和元年８月３１日現在の登録数の比例配分とする。

10 9 越谷総合 優勝チームは全国高等学校バスケットボール選手権大会への出場権を得る。

14 県民総合体育大会兼新人大会 春日部 ４８チームとする。令和３年度学総兼総体予選の１、２位はチームシード、

15 春庄和 １２／３ ３～８位は地区シードとする。他の４０チームは令和３年８月３１日現在の登録

16 エコーピア スポ総 チーム数の比例配分とする。

21 桶　川

22 熊谷市民 ※本大会の男女上位各２チームは、関東新人大会の出場権を得る。

23 和　光 　 また、埼玉カップの出場権を得る。

2 県民総体兼国体予選（４支部大会） 各支部選抜チーム

3 中高合同技術講習会 未定 中学（中１、中２）及び高校（高１、高２）の強化指定選手

　２．県外派遣行事 ＜会場表記について＞

月 日 行　　事　　名 開催県 上尾公園・・・上尾運動公園体育館

５・６ 関東高等学校男子バスケットボール大会 千葉県 越谷総合・・・越谷市立総合体育館

１２・１３ 関東高等学校女子バスケットボール大会 群馬県 ス　ポ　総・・・スポーツ総合センター

7 ２５～３０ 全国高等学校総合体育大会 新潟県長岡市 本　　　庄・・・シルクドーム

8 １０～１５ 全国高等学校総合体育大会 新潟県新潟市 深　　　谷・・・深谷ビッグタートル

12 23～29 全国高等学校バスケットボール選手権大会 東京都 熊谷市民・・・熊谷市民体育館

2 ５・６ 関東高等学校新人大会 群馬県 熊谷ドーム

春　日　部・・・春日部市立総合体育館

３．組合せ抽選会 春　庄　和・・・春日部市庄和体育館

北　　　本・・・北本市体育センター

和　　　光・・・和光市総合体育館

桶       川・・・桶川サンアリーナ

エコーピア

　　１．県内行事

ただし、同地区が複数の場合は１３、３６、３７、１２の順で地区の上位校をあてる。

それ以外の各地区上位１位は７、１８、３１、４２にフリー抽選で、同様に上位２位は

６、１９、３０、４３にフリー抽選でシードする。他はフリー抽選とする。

シードについて

6

学総兼総体予選ベスト４を（チーム）シードする。他はフリー抽選

新人大会ベスト８をシードする。他はフリー抽選

1

ウィンターカップ埼玉県予選

9

新人大会

令和３年度高体連バスケットボール部　事業計画　（案）

学総兼総体県予選

１３、３６は総体５位、１２、３７は総体７位の当該地区の代表を抽選でシードする。

関東大会県予選

6

関東大会ベスト８をシードする。他はフリー抽選

３位はＮｏ２５に、４位はＮｏ２４にその当該地区の代表をシードする。

大会名

学総兼総体県予選１位は組合せＮｏ１、２位はＮｏ４８にチームシードする。

5



大　　会　　名 日　程 組合せ抽選会 そ　の　他　（県　外　等）

５／１４（金） 上尾運動公園体育館 熊谷ドーム

５／１５（土） 上尾運動公園体育館 熊谷ドーム 　５／１0（月） ５／２４（月）：組合せ会議

５／１７（月） 上尾運動公園体育館 熊谷ドーム 顧問総会 男子（千葉県）：６／５（土）～６（日）

５／２１（金） 越谷市立総合体育館 ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ 女子（群馬県）：６／１２（土）～１３（日）

５／２２（土） 越谷市立総合体育館

６／１８（金） 越谷市立総合体育館 和光市総合体育館

６／１９（土） 越谷市立総合体育館 和光市総合体育館 　６／１４（月） ７月上旬：組合せ会議

６／２０（日） 越谷市立総合体育館 ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ

６／２６（土） 上尾運動公園体育館 新潟県：７／２５（日）～７／３０（金）（男子）

６／２７（日） 深谷ビッグタートル 新潟県：８／１０（火）～８／１５（日）（女子）

　９／　４（土） 越谷市立総合体育館 　８／１６（月） １２月上旬：組合せ会議

　９／　５（日） 越谷市立総合体育館 深谷ビッグタートル ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ 東京都　１２／２３（木）～２９（水）

 １０／９（土） 深谷ビッグタートル

１／１４（金） 春日部市庄和体育館 春日部ウイングハット 熊谷市民体育館 エコーピア

１／１５（土） 春日部市庄和体育館 和光市総合体育館 正智深谷高校（仮） 桶川サンアリーナ １２／３（金） ２０２２／１／２４（月）：組合せ会議

１／１６（日） 春日部市庄和体育館 和光市総合体育館 ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ 群馬県前橋市　　２／５（土）～６（日）

１／２１（金） 春日部市庄和体育館

１／２２（土） 和光市総合体育館 関東ブロック選抜練習会

１／２３（日） 和光市総合体育館 　　山梨県　　　　　　２／１２（土）～１３（日）

県民総体兼国体予選

（四支部大会） 国体　三重県津市 　　　　９／２５（土）～１０／５（火）

その他　　　　常任委員会　　　４月１２日（月）　　３月８日（火）　スポーツ総合センター

　　令和３年度高体連バスケットボール専門部　行事計画　（案）

会　　場

ウィンターカップ埼玉県予選

未定 日程・場所を検討中

関東大会県予選

インターハイ県予選

新人大会県予選

※北部支部


