
フリガナ フリガナ

出場チーム名 出場チーム名
コイズミタンノミニバスショウネンダン オイカミミニバススポーツショウネンダン

小泉・端野ミニバス少年団 老上ミニバススポーツ少年団
クライシミニバス ニシノキョウシュニミニバスケットボールスポーツショウネンダン

倉石ミニバス 西ノ京Syuniミニバスケットボールスポーツ少年団

ミズサワミナミミニバスケットボールスポーツショウネンダン オオヒラキショウミニバスケットボールクラブ

水沢みなみミニバスケットボールスポーツ少年団 大開小ミニバスケットボールクラブ
シラカシアオヤマキッズ コマツミニバスケットボールクラブ

しらかし青山キッズ 小松ミニバスケットボールクラブ
ハチリュウエムビーシー ミアトミニバスケットボールスクール

八竜M.B.C 都跡ミニバスケットボールスクール
ニシゴウミニバスケットボールスポーツショウネンダン ゴボウビービーシージュニア

西郷ミニバスケットボールスポーツ少年団 御坊BBCjr
ニホンマツミニバスケットボールクラブスポーツショウネンダン トウゴウミニバスケットボールスポーツショウネンダン

二本松ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 東郷ミニバスケットボールスポーツ少年団

シモツマジャスティスジュニア カワツミニバスケットボールクラブ

下妻ジャスティスJr. 川津ミニバスケットボールクラブ
ミハラミニバスケットボールブ イシマファイブスターズ

みはらミニバスケットボール部 伊島Five stars
オオタチュウオウミニバスケットボールブ トモヒガシミニバスケットボールクラブ

太田中央ミニバスケットボール部 伴東ミニバスケットボールクラブ
アサカフレンドリーズミニバスケットボールスポーツショウネンダン ムレチュウオウミニバスケットボールクラブダンシ

朝霞フレンドリーズミニバスケットボールスポーツ少年団 牟礼中央ミニバスケットボールクラブ男子

ヤサカエエムビーシー タカウラオルカーズミニバスケットボールクラブ

八栄MBC 高浦オルカーズミニバスケットボールクラブ

マジックジュニアバスケットボールクラブ ムレスターファイブ

マジックジュニアバスケットボールクラブ 牟礼スターファイブ
ヒガシキボウガオカミニバスケットボールブ ツバキミニバスケットボールクラブ

東希望が丘ミニバスケットボール部 椿ミニバスケットボールクラブ
マキオカミニバスケットボールスポーツショウネンダン アサクラダイニエムビーシー

牧丘ミニバスケットボールスポーツ少年団 朝倉第二MBC
ノザワジェイエスシー コウナンバスケットボールクラブ

野沢JSC ＫＯＮＡＮ．Ｂ．Ｃ
オオガタバッドボーイズ ハイヌヅカミニバスケットボールクラブ

大形バッドボーイズ 羽犬塚ミニバスケットボールクラブ
トヨタミニバスケットボールクラブ カンコウダンシミニバスケットボールクラブ

豊田ミニバスケットボールクラブ 勧興男子ミニバスケットボールクラブ
ナカジマミニバスケットボールクラブ ヤマザトダンシミニバスケットボールクラブ

中島ミニバスケットボールクラブ 山里男子ミニバスケットボールクラブ
エムオーヒーローズ コウシミナミサザンクロスミニバスケットボールクラブ

M.O HERO'S 合志南サザンクロスミニバスケットボールクラブ

トキシミニバスケットボールクラブ ヒガシワサダミニバスケットボールクラブ

土岐市ミニバスケットボールクラブ 東稙田ミニバスケットボールクラブ
ハママツヨシンミニバスケットボールショウネンダン ミマタニシミニバスケットボールクラブ

浜松与進ミニバスケットボール少年団 三股西ミニバスケットボールクラブ
タマガワミニバスケットボールクラブ センダイグリーンバックス

玉川ミニバスケットボールクラブ 川内ＧＲＥＥＮＢＡＣＫＳ
トキワニシミニバスケットボールクラブ ウラソエショウガッコウダンシミニバスケットボールクラブ

常磐西ミニバスケットボールクラブ 浦添小学校男子ミニバスケットボールクラブ

第51回全国ミニバスケットボール大会

男子出場チーム

No. 都道府県名 No. 都道府県名

25 滋賀県

2 青森県

3 岩手県

29 奈良県

1 北海道

4 宮城県

30 和歌山県

5 秋田県

28 兵庫県

27 大阪府

9 栃木県

31 鳥取県

6 山形県

7 福島県

33 岡山県

32 島根県8 茨城県

35 山口県

10 群馬県

40 高知県②

11 埼玉県

37 香川県

36 徳島県

34 広島県

24 三重県

13 東京都

48 沖縄県

19 石川県

47 鹿児島県23 愛知県

20 福井県

46 宮崎県

21 岐阜県

44 熊本県

18 富山県

43 長崎県

45 大分県

22 静岡県

26 京都府

17 新潟県

42 佐賀県

39 高知県①15 山梨県

16 長野県

41 福岡県

12 千葉県

38 愛媛県14 神奈川県



フリガナ フリガナ

出場チーム名 出場チーム名
アサヒミニバスケットボールショウネンダン サクラジマミニバスケットボールクラブ

旭ミニバスケットボール少年団 桜島ミニバスケットボールクラブ
センガリスポーツショウネンダン イシヤマスポーツショウネンダンミニバスケットボールブ

千刈スポーツ少年団 石山スポーツ少年団ミニバスケットボール部

モリオカニオウミニバスショウネンダン ウジミニバスケットボールクラブ

盛岡仁王ミニバス少年団 宇治ミニバスケットボールクラブ
カナガセニュースターズ ナマズエミニバスケットボールクラブ

金ケ瀬ニュースターズ 鯰江ミニバスケットボールクラブ
オオトヨブイウィングス タダヒガシコスモス

大豊V-Wings 多田東コスモス
ナカヤマミニバスケットボールスポーツショウネンダン フジワラミニバスケットボールクラブ

中山ミニバスケットボールスポーツ少年団 藤原ミニバスケットボールクラブ
ヨシイダミニバスケットボールスポーツショウネンダン タカマツエムビーシー

吉井田ミニバスケットボールスポーツ少年団 高松MBC
ナミキシルバーフォックススポーツショウネンダン アマリコスポーツショウネンダンミニバスケットボールクラブ

並木シルバーフォックススポーツ少年団 余子スポーツ少年団ミニバスケットボールクラブ

ヒガシハラリトルスターズ カワツトータス

東原リトルスターズ 川津トータス	
ニッタミニバスケットボールクラブ ソウジャミニバスケットボールキョウシツ

新田ミニバスケットボールクラブ 総社ミニバスケットボール教室
オオミヤナカガワバスケットボールクラブ フルタダイミニバスケットボールドウコウカイ

大宮中川バスケットボールクラブ 古田台ミニバスケットボール同好会
サシマミニバスケットボールスポーツショウネンダン マリフミニバス	

さしまミニバスケットボールスポーツ少年団 麻里布ミニバス
アケミエムビーシー ガールズ ムヤミニバスケットボールクラブ

明海MBC girls 撫養ミニバスケットボールクラブ
コクブンジエムビービーシー ジョウセイミニバスケットボールジョシスポーツショウネンダン

国分寺ＭＢＢＣ 城西ミニバスケットボール女子スポーツ少年団

ヒガシキボウガオカミニバスケットボールブ ウワジマメイジョウエムビーシー

東希望が丘ミニバスケットボール部 宇和島明城ＭＢＣ
オシノウィザーズ オコウエムビービーシー

忍野ウィザーズ 岡豊MBBC	
コマガネシスポーツショウネンダン コウジャクミニバスケットボールクラブ

駒ヶ根市スポーツ少年団 上津役ミニバスケットボールクラブ
アオバエス．シー タイシタイガースガールズ

あおばS.C 大志タイガースGirls
トナミトウブミニバスケットボールクラブ ギオンレガーミ

砺波東部ミニバスケットボールクラブ 祇園 Legami
クラツキハニービースターズ キクヨウカラーズ

鞍月Honeybee Stars☆ 菊陽ＣＯＬＯＲＳ
ヤシロミナミレッドゲイルビービーシー タキオミニバスケットボールスポーツショウネンダン

社南レッドゲイルBBC 滝尾ミニバスケットボールスポーツ少年団

エストピアヒガシミニバスケットボールクラブ コバヤシミニバスケットボールクラブ

Sトピア東ミニバスケットボールクラブ 小林ミニバスケットボールクラブ
キタゴウセイビミニバススポーツショウネンダン マツモトミニバスケットボールスポーツショウネンダン

北郷成美ミニバススポーツ少年団 松元ミニバスケットボールスポーツ少年団

チタシミニバスケットボールクラブ ウルマシリツヨナシロショウガッコウ

知多市ミニバスケットボールクラブ うるま市立与那城小学校

第５1回全国ミニバスケットボール大会

女子出場チーム

No. 都道府県名 No. 都道府県名

25 三重県

2 青森県

1 北海道

5 秋田県

28 大阪府

27 京都府

7 福島県

33 島根県

31 和歌山県

6 山形県

3 岩手県

29 兵庫県

4 宮城県

30 奈良県

10 群馬県

40 高知県

11 埼玉県①

37 徳島県

8 茨城県

34 岡山県

9 栃木県

13 千葉県

38 香川県

32 鳥取県

15 神奈川県

35 広島県

39 愛媛県

24 愛知県

20 石川県

48 沖縄県

47 鹿児島県23 静岡県

46 宮崎県

21 福井県

44 熊本県

45 大分県

14 東京都

36 山口県

22 岐阜県

26 滋賀県

18 新潟県

19 富山県

12 埼玉県②

42 佐賀県

17 長野県

16 山梨県

41 福岡県

43 長崎県


