
■カップ戦　7月23日(土),24日(日)
No 男女別 種別 No カテゴリ 市町村 団名 No 男女別 種別 カテゴリ 市町村 団名

1 男子 カップ戦 1 高崎 高崎市 城東ペガサス 1 女子 カップ戦 前年優勝 入間市 豊岡グリーンクラブ

2 男子 カップ戦 2 東京 国立市 国立一Jayhawks 2 女子 カップ戦 高崎 高崎市 高崎乗附ミニバス

3 男子 カップ戦 3 埼玉東部 八潮市 松ノ木バヤリース 3 女子 カップ戦 東京 国立市 国立一Jayhawks

4 男子 カップ戦 4 埼玉西部 所沢市 所沢泉ドルフィンズ 4 女子 カップ戦 復興(茨城) 常総市 翼MBC

5 男子 カップ戦 5 埼玉南部 新座市 大和田ミニバス 5 女子 カップ戦 埼玉東部 白岡市 ジュベニール白岡

6 男子 カップ戦 6 埼玉北部 横瀬町 横瀬ミニバス 6 女子 カップ戦 埼玉西部 富士見市 針ヶ谷ハニーズ

7 男子 カップ戦 7 埼玉中部 さいたま市 沼影ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 7 女子 カップ戦 埼玉南部 志木市 宗岡ミニバスケットボール

8 男子 カップ戦 8 主催者推薦 川口市 川口じりんMBC 8 女子 カップ戦 埼玉北部 東松山市 野本ミニバス

9 男子 カップ戦 9 主催者推薦 新座市 新座野寺ウイングス 9 女子 カップ戦 埼玉中部 さいたま市 土合ミニバス

10 男子 カップ戦 10 主催者推薦 草加市 草加八北バスケット 10 女子 カップ戦 主催者推薦 川口市 川口じりんMBC

11 男子 カップ戦 11 主催者推薦 吉川市 吉川ミニ 11 女子 カップ戦 越谷女1 越谷市 大間野ボンバーズ

12 男子 カップ戦 12 越谷男1 越谷市 大沢スマイリーズ 12 女子 カップ戦 越谷女2 越谷市 宮本シャインズ

13 男子 カップ戦 13 越谷男2 越谷市 越谷ウインズ 13 女子 カップ戦 越谷女3 越谷市 大沢スマイリーズ

14 男子 カップ戦 14 越谷男3 越谷市 ブルーエンジェルス宮本 14 女子 カップ戦 越谷女4 越谷市 越谷ファイン

15 男子 カップ戦 15 越谷男4 越谷市 極星ボーイズ 15 女子 カップ戦 越谷女5 越谷市 越谷リンクス

16 男子 カップ戦 16 越谷男5 越谷市 越谷リンクス 16 女子 カップ戦 越谷女6 越谷市 こしがやレイカーズ

■友好大会　7月9日(土),10日(日)
No 男女別 種別 No カテゴリ 地区 団名 No 男女別 種別 カテゴリ 地区 団名

1 男子 友好 1 前年優勝 八潮市 八條ブルーサンダース 1 女子 友好 高崎 高崎市 高崎南ミニバス

2 男子 友好 2 高崎 高崎市 高崎西ミニバス 2 女子 友好 東京 豊島区 大塚台ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

3 男子 友好 3 東京 豊島区 大塚台ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 3 女子 友好 復興(茨城) 常総市 玉ミニバス

4 男子 友好 4 復興(茨城) 常総市 石下MBC 4 女子 友好 埼玉東部 春日部市 庄和ミニ

5 男子 友好 5 茨城 古河市 諸川ミニバス 5 女子 友好 埼玉西部 鶴ヶ島市 鶴ヶ島南

6 男子 友好 6 埼玉東部 春日部市 武里ケイジャーズ 6 女子 友好 埼玉南部 和光市 西大和ミニバス

7 男子 友好 7 埼玉西部 鶴ヶ島市 鶴ヶ島南 7 女子 友好 埼玉北部 鴻巣市 吹上ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

8 男子 友好 8 埼玉南部 上尾市 上尾芝川ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 8 女子 友好 埼玉中部 本太市 本太スパークル

9 男子 友好 9 埼玉北部 鴻巣市 鴻巣南ミニバス 9 女子 友好 越谷女7 越谷市 越谷フレンド

10 男子 友好 10 埼玉中部 さいたま市七里ジュニア 10 女子 友好 越谷女8 越谷市 越谷イーストスターズ

11 男子 友好 11 越谷男6 越谷市 こしがやレイカーズ 11 女子 友好 越谷女9 越谷市 極星スマイル

12 男子 友好 12 越谷男7 越谷市 城ノ上アンフィニ 12 女子 友好 越谷女10 越谷市 城ノ上アンフィニ

13 男子 友好 13 越谷男8 越谷市 荻島ガッツ 13 女子 友好 越谷女11 越谷市 荻島ハッピーズ

14 男子 友好 14 越谷男9 越谷市 大間野ボンバーズ 14 女子 友好 越谷女12 越谷市 大袋北小ミニ

15 男子 友好 15 越谷男10 越谷市 越谷フェニックス 15 女子 友好 越谷女13 越谷市 越谷ワイルド

16 男子 友好 16 越谷男11 越谷市 千間台小ミニ 16 女子 友好 越谷女14 越谷市 千間台小ミニ


