
No. 男女 チーム名称 責任者

1 男子 DREAM FORCE 鈴木浩将

2 男子 上尾芝川ミニバスケットボールクラブ 黒須美幸

3 男子 与野八幡ミニバスケットボールスポーツ少年団 加藤 和美

4 男子 上尾あずまミニバスケットボールクラブ 藤井博美

5 男子 宮原ミニバスケットボールクラブ 古屋文隆

6 男子 浦和南ミニバスケットボールスポーツ少年団 堀田雅己

7 男子 春岡ミニバスケットボール 秀永幸枝

8 男子 ガリバージュニア 外尾直己

9 男子 七里ジュニアミニバスケットボールクラブ 岩男光子

10 男子 仲本ミニバスケットボールスポーツ少年団 笠原昭子

11 男子 東大宮ポパイスポーツ少年団ミニバスケットボール部 西形裕行

12 男子 下落合イーストフィーバーズスポーツ少年団 森本絢乃

13 男子 常盤スポーツ少年団ミニバスケットボール部 斉藤馨

14 男子 慈恩寺ミニバスケットボールクラブ 角田淳

15 男子 与野ミニバスケットボールスポーツ少年団 永島伸一

16 男子 新郷ミニバスケットボールクラブ 野口晃

17 男子 戸田ミニバスケットボールクラブ 西村隆信

18 男子 蕨ミニバスケットボールクラブ 橋本英則

19 男子 柏崎ジュニアスポーツクラブ 大塚努

20 男子 川口北ミニバスケットスポーツ少年団 小木正人

21 男子 戸塚ドルフィンズ 田中恵二

22 男子 上尾大石北ミニバス 高橋かほる

23 男子 南平ヴィクトリー 薩摩幸夫

24 男子 田島ミニバスケットボールスポーツ少年団 芦江由美子

25 男子 与野西北ミニバスケットボールスポーツ少年団 相川知之

26 男子 東川口ミニバスケットボールクラブ 川上有

27 男子 大砂土ミニバスケットボールクラブ 小菅智之

28 男子 大宮ブルースカイミニバスクラブ 石川 丈靖

29 男子 上木ガッツミニバスケットボールスポーツ少年団 深井 寧子

30 男子 植竹ミニバスケットボールクラブ 池宮好美

31 男子 文蔵ミニバスケットボールスポーツ少年団 峰松 憲一

32 男子 大宮中川バスケットボールクラブ 畑田 敦

33 男子 大牧ミニバスケットボールスポーツ少年団 小林弘政

34 男子 浦和別所ミニバス 原正史

35 男子 片柳ビクトリーバスケットボールスポーツ少年団 駒田和彦

36 男子 大東キャッツミニバスケットボールスポーツ少年団 田浦 真弓

37 男子 鳩ヶ谷桜スポーツ少年団 安並芳嗣

38 男子 神根東ミニバスケットボールスポーツ少年団 乾正信
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39 男子 土呂ミニバスケットボールクラブ 小島 義章

40 男子 さいたまコリアミニバスケットボールクラブ 文炯碩

41 男子 針ヶ谷ミニバスケットボール少年団 山田章一

42 男子 さいたま辻ミニバスケットスポーツ少年団 男子 中山惠介

43 男子 栄和ミニバススポーツ少年団 藤本正美

44 男子 春野ミニバスケットボールスポーツ少年団 伊武 徹

45 男子 日進ミニバスケットボールクラブ 日野原由香

46 男子 沼影ミニバスケットボールクラブ 辻一彰

47 男子 さしまミニバスケットボールスポーツ少年団 石川謙也

48 男子 さいたま大谷口ミニバスケットボールスポーツ少年団 直井健治

49 男子 本太スパークルミニバスケットボールスポーツ少年団 兵藤明子

50 男子 双葉ミニバスケットボールクラブ 山川純子

51 男子 辻エレファンツ スポーツ少年団 ⾧谷川志保

52 男子 大宮南バスケットボールスポーツ少年団 吉田弘一

53 男子 蓮沼ミニバスケットボールクラブ 森本基美

54 男子 戸田南オールズバスケットボールクラブU12男子 星野智子

55 男子 大門スポーツ少年団ミニバスケットボール部 久保田光博

56 男子 道祖土スポーツ少年団 山本直也

57 男子 西浦和ミニバスケットボールスポーツ少年団 栄田真志

58 男子 飯塚ミニバスケットボールクラブ 武田大恵

59 男子 与野南ミニバスケットボールスポーツ少年団 奥池賢二

60 男子 南ジャンプスmbc 久保田雪照

61 男子 土合ミニバススポーツ少年団 阿部正行

62 男子 Grandeur8 土嶺雄一

63 男子 与野南男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 粕谷 和実

64 男子 安行東グリーンアップルスポーツ少年団 鴇崎佑介

65 男子 J-MAGIC U-12 BASKETBALL TEAM 松本仁

66 男子 新和ジュニアSC 小林竜



No. 男女 チーム名称 責任者

1 女子 上尾芝川ミニバスケットボールクラブ 黒須美幸

2 女子 与野八幡ミニバスケットボールスポーツ少年団 加藤 和美

3 女子 川口じりんMBC 小山高広

4 女子 春岡ミニバスケットボール 秀永幸枝

5 女子 戸田ミニバスケットボールクラブ 西村隆信

6 女子 七里ジュニアミニバスケットボールクラブ 岩男光子

7 女子 大宮中川バスケットボールクラブ 澤田伸生

8 女子 新郷レッズミニバスケットボールクラブ 鈴木 盛人

9 女子 安行東グリーンアップルスポーツ少年団 池永岳司

10 女子 大久保東ミニバスケットボールスポーツ少年団 島崎直樹

11 女子 仲本ミニバスケットボールスポーツ少年団 笠原昭子

12 女子 青木中央ミニバスケットクラブ 勝谷昭

13 女子 中尾ミニバスケットボールスポーツ少年団 勝倉 敏之

14 女子 東大宮ポパイスポーツ少年団ミニバスケットボール部 西形裕行

15 女子 常盤スポーツ少年団ミニバスケットボール部 斉藤馨

16 女子 柏崎ジュニアスポーツクラブ 青木吉恵

17 女子 上尾あずまミニバスケットボールクラブ 永井祐介

18 女子 与野南ミニバスケットボールスポーツ少年団 近藤 則彦

19 女子 大門スポーツ少年団ミニバスケットボール部 齋藤勇介

20 女子 上尾大石北ミニバスケットボール女子 海瀬崇史

21 女子 与野ミニバスケットボールスポーツ少年団 永島伸一

22 女子 バトルラビッツスポーツ少年団 橘大輔

23 女子 新郷ミニバスケットボールクラブ 野口治子

24 女子 蕨ミニバスケットボールクラブ 橋本英則

25 女子 辻MBC 櫨田誠一郎

26 女子 片柳ビクトリーバスケットボールスポーツ少年団女子 木村光男

27 女子 与野西北ミニバスケットボールスポーツ少年団 石川浩子

28 女子 佐知川下HOOPS 川西貴志

29 女子 尾間木ミニバスケットボールスポーツ少年団 渡部 幸治

30 女子 土合ミニバススポーツ少年団 阿部正行

31 女子 双葉ミニバスケットボールクラブ 山川純子

32 女子 戸塚ドルフィンズ 鈴木ふさ代

33 女子 西原ミニバスケットボールクラブ 宇山裕美

34 女子 田島ミニバスケットボールスポーツ少年団 芦江由美子

35 女子 下落合イーストフィーバーズ 菅野孝二

36 女子 浦和大里ミニバススポーツ少年団 須藤聖

37 女子 高砂スポーツ少年団ミニバスケットボール部 飯塚久子

38 女子 大宮ブルースカイミニバスクラブ 吉田克巳
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39 女子 南浦和ミニバスケットボールスポーツ少年団ラビット 増田梢

40 女子 本太スパークルミニバスケットボールスポーツ少年団 兵藤明子

41 女子 向ミニバスケットボールスポーツ少年団 小林 純

42 女子 植竹ミニバスケットボールクラブ 池宮好美

43 女子 文蔵ミニバスケットボールスポーツ少年団 峰松 憲一

44 女子 上尾ミニバスケットボールスポーツ少年団 天和彦

45 女子 宮原ミニバスケットボールクラブ女子 柳澤美千代

46 女子 与野・上落合ミニバスケットボールスポーツ少年団 市岡忠之

47 女子 大牧ミニバスケットボールスポーツ少年団 小林弘政

48 女子 川口上青木ミニバス 小倉務

49 女子 太陽ミニバスケットボールクラブ 安中英邦

50 女子 西浦和ミニバスケットボールスポーツ少年団 栄田真志

51 女子 大砂土ミニバスケットボールクラブ 藤田真耶

52 女子 上木崎ミニバスケットボールスポーツ少年団 品田裕子

53 女子 神根東ミニバスケットボールスポーツ少年団 乾正信

54 女子 植水ラッツミニバスケットボールクラブ 塩野谷教雄

55 女子 土呂ミニバスケットボールクラブ 小島義章

56 女子 みむろミニバスケットボールスポーツ少年団 西沢博之

57 女子 木崎ミニバスケットボールクラブ 遠藤悟史

58 女子 仲町ミニバスケットボールスポーツ少年団 西村マサ子

59 女子 さいたまコリアミニバスケットボールクラブ 文炯碩

60 女子 別所チェリーズ 尾籠義彦

61 女子 栄和ミニバススポーツ少年団 藤本正美

62 女子 春野ミニバスケットボールスポーツ少年団 伊武徹

63 女子 浦和南ミニバスケットボールスポーツ少年団 原田浩子

64 女子 沼影ミニバスケットボールクラブ 北村知也

65 女子 さしまミニバスケットボールスポーツ少年団 石川謙也

66 女子 さいたま大谷口ミニバスケットボールスポーツ少年団 直井健治

67 女子 戸田南オールズバスケットボールクラブU12女子 星野智子

68 女子 大宮南バスケットボールスポーツ少年団 吉田弘一

69 女子 川口ＢＢラビッツ 石井秀典

70 女子 東岩槻ミニバスケットボールクラブ 石井博昭

71 女子 川口北ミニバスケットスポーツ少年団 小木正人

72 女子 さいたま辻ミニバスケットスポーツ少年団 中山惠介

73 女子 南ジャンプスmbc 久保田雪照

74 女子 慈恩寺GIRLS 北畠  和利

75 女子 新和ジュニアSC 高山聖也

76 女子 道祖土スポーツ少年団女子 山本直也

77 女子 飯塚ミニバスケットボールクラブ 小林陵司


