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東部 S1ア 春日部市立市民体育館 豊　野

西郡 S1イ 坂戸市立浅羽野小学校 坂戸ロケッツ

南部 S1ウ 志木市立宗岡第四小学校 埼玉柏葉

南部 S1エ 川口市立差間小学校 さしま

東部 S1オ 越谷市立西体育館 越谷ウインズ

東部 S1カ 春日部市立市民体育館 豊　野

南部 S1キ さいたま市立文蔵小学校 文　蔵

中部 S1ク さいたま市立針ヶ谷小学校 針ヶ谷

西郡 S1ケ 入間市立豊岡小学校 豊岡グリーンクラブ

中部 S1あ さいたま市立大久保東小学校 大久保東

南部 S1い 川口市立慈林小学校 川口じりんMBC

中部 S1う さいたま市立大久保東小学校 大久保東

中部 S1え さいたま市立辻南小学校 南浦和ラビット

東部 S1お 越谷市立西体育館 三郷ASUNARO

中部 S1か さいたま市立与野西北小学校 与野西北

西郡 S1き 日高市立高萩小学校 高萩エンジェルス

西郡 S1く 日高市立高萩北小学校 高萩北チェリーズ

西郡 A1ア 毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ

南部 A1イ 川口市立新郷東小学校 新郷ジャックス

西郡 A1ウ 飯能市立精明小学校 飯　能

東部 A1エ 松伏町立松伏第二小学校 松伏ダンカーズ

南部 A1オ 新座市立石神小学校 石　神

東部 A1カ 久喜市立久喜北小学校 久　喜

東部 A1キ 八潮市立大曽根小学校 八潮ウインズ

西郡 A1ク 所沢市立林小学校 林クローバーズ

南部 A1ケ 上尾市民体育館 大石北 南部 A2イ 新座市民総合体育館 石　神

南部 B1ア 新座市立栗原小学校 野寺ウイングス

南部 B1イ 朝霞市立朝霞第三小学校 朝霞サンズ

北部 B1ウ 長瀞町立長瀞第一小学校 長　瀞

南部 B1エ 新座市民総合体育館 白　子

南部 B1オ 川口市立戸塚綾瀬小学校 戸塚ドルフィンズ

北部 B1カ 上里町民体育館 上　里

北部 B1キ 上里町民体育館 上　里

東部 B1ク 三郷市立後谷小学校 三郷アドベンチャーズ

東部 B1ケ 羽生市体育館 羽生BCパワーズ 北部 B2イ 川島町民体育館 ＪＪＦ ＫＩＤＳ

東部 C1ア 大利根文化体育館 大利根

南部 C1イ 新座市立新開小学校 新　開

西郡 C1ウ 鶴ヶ島市立南小学校 鶴ヶ島南

東部 C1エ 加須市立大桑小学校 大桑スカッシュ

中部 C1オ さいたま市立田島小学校 田　島

中部 C1カ さいたま市立鈴谷小学校 鈴　谷

西郡 A1あ 毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ

西郡 A1い 川越市立川越西小学校 川越西

南部 A1う 志木市立志木小学校 志木チェリーズ

中部 A1え さいたま市立浦和別所小学校 別所チェリーズ

南部 A1お 和光市立北原小学校 新　倉

西郡 A1か 入間市立藤沢小学校 リベルタ

北部 A1き 吉見町立西が丘小学校 吉見西ウイングス

東部 A1く 八潮市立八幡小学校 八幡ファンタジー

南部 B1あ 上尾市民体育館 バトルラビッツ

西郡 B1い 所沢市立南小学校 所沢南スーパークイーンズ

中部 B1う さいたま市立中尾小学校 中　尾

南部 B1え 志木市立志木第四小学校 志木バーズ

南部 B1お 新座市民総合体育館 野寺ウイングス

東部 B1か 大利根文化体育館 大利根

南部 B1き 川口市立新郷南小学校 新郷レッズ

西郡 B1く 飯能市民体育館 加治エース

西郡 C1あ 所沢市立若松小学校 若松グリーンエンジェルス

東部 C1い 松伏町立松伏小学校 松伏リバース

西郡 C1う 飯能市民体育館 美杉台チェリーズ

北部 C1え 秩父市立原谷小学校 原谷サンフラワーズ

東部 C1お 越谷市立西体育館 千間台小ミニ

東部 C1か 八潮市文化スポーツセンター 八潮ビクトリー

東部 C1き 吉川市旭地区センター 吉川美南クローバーズ

南部 C1く 新座市民総合体育館 新座SP

東部 D1あ 八潮市文化スポーツセンター 大原ベアーズ

中部 D1い さいたま市立与野本町小学校 与　野

西郡 D1う 日高市立高麗小学校 高麗フリーバーズ

東部 D1え 羽生市体育館 井　泉

北部 D1お 本庄市立本庄西小学校 本　庄

西郡 D1か 飯能市立加治東小学校 加治東レッドファイターズ

北部 D1き 本庄市立中央小学校 本庄中央

地区 会場コード 01月12日 ブロック責任 地区 会場コード 01月13日 ブロック責任 地区 会場コード 01月19日 ブロック責任 地区 会場コード 01月26日 ブロック責任

2019年度　埼玉県U-12冬季バスケットボール大会＜選手権大会の部＞＜交流大会の部＞会場一覧
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男子Ａ 東部 S2ア 春日部市立市民体育館 豊　野

東部 S3ア ウイング・ハット春日部 県競技

西郡

S4ア

狭山市民総合体育館 県競技

男子Ｂ 南部 S2イ 戸田市立芦原小学校 戸　田

男子Ｃ 東部 S2ウ 春日部市立市民体育館 豊　野

男子Ｄ 西郡 S2エ 狭山市立南小学校 狭山ゼルズキング

女子Ａ 南部 S2あ 川口市立慈林小学校 川口じりんMBC

東部 S3あ ウイング・ハット春日部 県競技 S4あ

女子Ｂ 東部 S2い 越谷市立北体育館 宮本シャインズ

女子Ｃ 南部 S2う 川口市立差間小学校 さしま

女子Ｄ 西郡 S2え 日高市立高萩北小学校 高萩北チェリーズ
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北部 A2ア 鴻巣市総合体育館 鴻　巣

東部 A3ア ウイング・ハット春日部

男
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４

南部 B2ア 新座市民総合体育館 野寺ウイングス

東部 B3ア ウイング・ハット春日部

男

子
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３

９

東部 C2ア 大利根文化体育館 大利根 西郡 C3ア

県競技 西郡 A4ア 狭山市民総合体育館 県競技
南部 A2イ 新座市民総合体育館 石　神

東部 A2ウ 新座市民総合体育館 大和田

県競技 西郡 B4ア 狭山市民総合体育館 県競技
北部 B2イ 川島町民体育館 ＪＪＦ ＫＩＤＳ

北部 B2ウ 本庄総合公園体育館 上　里

毛呂山総合公園体育館 県競技 西郡 C4ア 狭山市民総合体育館 県競技
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西郡 A2あ 毛呂山総合公園体育館 毛呂山シトロンズ 西郡 A3あ 毛呂山総合公園体育館 県競技 西郡 A4あ 狭山市民総合体育館 県競技

女

子

Ｂ

4

8

北部 B2あ 鴻巣市総合体育館 鴻　巣

西郡 B3あ 毛呂山総合公園体育館 県競技 西郡 B4あ 狭山市民総合体育館 県競技

西郡 B2い 飯能市民体育館 加治エース

女

子

Ｃ

4

8

西郡 C2あ 飯能市民体育館 美杉台チェリーズ

西郡 C3あ 毛呂山総合公園体育館 県競技 西郡 C4あ 狭山市民総合体育館 県競技

東部 C2い 越谷市立西体育館 千間台小ミニ

西郡 D4あ 狭山市民総合体育館 県競技

北部 D2い 本庄市立中央小学校 本庄中央

女

子

D

４

３

東部 D2あ 越谷市立西体育館 千間台小ミニ

西郡 D3あ 毛呂山総合公園体育館 県競技


