
　平成２６年度　埼玉県ミニバスケットボールトーナメント大会会場一覧

ブロック責任 ブロック責任 ブロック責任 ブロック責任

男子Ａ
北部 上里町民体育館 上　里

行田グリーンアリーナ 上　里

春日部ウイングハット 県競技委員会 春日部ウイングハット 県競技委員会

中部 さいたま市立西北小学校 与野西北

男子Ｂ

中部 さいたま市立西北小学校 与野西北

行田グリーンアリーナ 上　里
南部 川口市立慈林小学校 川口じりんＭＢＣ

南部 新座市立石神小学校 石　神

西部 所沢市立泉小学校 所沢泉ドルフィンズ

男子Ｃ
北部 寄居あたご体育館 寄　居

行田グリーンアリーナ 下　忍

男子Ｄ

北部 深谷市民体育館 深谷桜

飯能市民体育館西部 所沢市立泉小学校 所沢泉ドルフィンズ or

南部 新座市立石神小学校 石　神 川越エルフ

中部 さいたま市立大久保東小学校 大久保東
新座市立野火止小学校 大和田

西部 所沢市立並木小学校 所沢ライオンズ
鴻巣市立大芦小学校 吹　上

中部 さいたま市立向小学校 向

女子Ｃ

北部 上里町民体育館 鴻　巣

新座市立野火止小学校 大和田東部 三郷市立後谷小学校 三郷アドベンチャーズ

北部 寄居あたご体育館 寄居スパークル

女子Ｄ
西部 西武地区体育館 西武エアーズ

行田グリーンアリーナ 行田ラビッツ
東部 大利根文化体育館 大利根バスケット

男子Ａ

東部 大利根文化体育館 大利根バスケット

大利根文化体育館 大利根バスケット

毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ

春日部ウイングハット 県競技委員会

東部 加須市立花崎北小学校 大桑スカッシュ

南部 川口市立木曽呂小学校 木曽呂ブレイブ

西部 狭山市民体育館 リベロ狭山

狭山市民体育館 リベロ狭山西部 飯能市立精明小学校 飯　能

南部 上尾市立瓦葺小学校 上尾あずま

東部 春日部市民大沼体育館 武里ケイジャーズ

吉見町立吉見西小学校 吉見西ウイングス北部 吉見町立吉見西小学校 吉見西ウイングス

東部 久喜市立久喜北小学校 久　喜

男子Ｂ

東部 越谷市立西体育館 千間台

越谷市立西体育館 千間台

新座市立新開小学校 新座新開ミニバス

南部 川口市立戸塚綾瀬小学校 戸塚ドルフィンズ

北部 本庄市立本庄中央小学校 本庄ビクトリーズ

南部 新座市立新開小学校 新座新開

新座市立新開小学校 新座新開西部 鶴ヶ島市立藤小学校 鶴ヶ島ドリームス

中部 さいたま市立和土小学校 和　土

南部 川口市立新郷東小学校 新郷ジャックス

小鹿野町民体育館 おがのウインディアーズ北部 小鹿野町民体育館 おがのウインディアーズ

中部 さいたま市立沼影小学校 沼　影

男子Ｃ

北部 鳩山町民体育館 鳩山ＩＢＣ

春日部ウイングハット 県競技委員会

西部 飯能市立原市場小学校 原市場ヴィクトリー

東部 久喜市立青毛小学校 青毛ウイングス

中部 さいたま市立大牧小学校 大　牧

西部 所沢市立林小学校 林クローバーズ

女子Ａ

西部 狭山市民体育館 狭山スターズ

狭山市民体育館 狭山スターズ

新座市立栗原小学校 新座野寺ウイングス

春日部ウイングハット 県競技委員会

西部 飯能市立双柳小学校 双柳アルバトロス

西部 日高市立武蔵台小学校 武蔵台メイツ

北部 吉見町立西が丘小学校 吉見西ウイングス

吉見町立西が丘小学校 吉見西ウイングス西部 所沢市立柳瀬小学校 柳瀬セブンピース

南部 けやき

南部 新座市立栗原小学校 新座野寺ウイングス

新座市立栗原小学校 新座野寺ウイングス東部 越谷市立大間野小学校 大間野ボンバーズ

西部 狭山市立入間川小学校 入間川ファルコンズ

西部 日高市立高萩北小学校 高萩北チェリーズ

日高市立高萩北小学校 高萩北チェリーズ東部 久喜市立青葉小学校 青葉ホップス

西部 所沢市立南小学校 所沢南スーパークイーンズ

女子Ｂ

西部 狭山市民体育館 リベロ狭山

狭山市民体育館 リベロ狭山

毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ

南部 和光市立広沢小学校 西大和

西部 所沢市立若松小学校 若松グリーンエンジェルス

東部 越谷市立西体育館 千間台

越谷市立西体育館 千間台東部 松伏町立金杉小学校 松伏ジュリア

東部 宮代町立百間小学校 宮　代

西部 毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ

毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ南部 川口市立安行東小学校 安行東グリーンアップル

西部 日高市立高麗小学校 高麗フリーバーズ

西部 毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ

毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ東部 春日部市民大沼体育館 庄　和

中部 さいたま市立和土小学校 和　土

女子Ｃ

南部 志木バーズ

志木バーズ

鶴ヶ島市立鶴ヶ島南小学校 鶴ヶ島南ミニバス

南部 朝霞市立第５小学校 朝霞台ユニオンズ

北部 秩父市立秩父第一小学校 花の木

東部 幸手市立幸手小学校 桜　菜

西部 飯能市立加治東小学校 加治東レッドファイターズ

飯能市民体育館 加治東レッドファイターズ西部 鶴ヶ島市立鶴ヶ島南小学校 鶴ヶ島南

南部 川口市立神根東小学校 神根東

※ １／１１・１２・１８ 公共体育館利用チームは、体育館使用料負担となります。（負担額は異なりますので、会場責任チームに確認願います。）
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＊１体育館工事予定あり～16日以降に確定（関係チームには、会場責任チームから連絡があります。）
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