
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 ダイホウミニバスケットボールクラブ

小泉・端野ミニバス少年団 大宝ミニバスケットボールクラブ
ワカタカミニバスケットボールクラブスポーツショウネンダン ザ・イーグルスミニバスケットボールクラブ

わかたかミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 ザ・イーグルスミニバスケットボールクラブ

ヒガシミズサワトキワミニバスケットボール イバラキヒガシミニバスケットボールクラブ

東水沢常盤ミニバスケットボール 茨木東ミニバスケットボールクラブ
シラカシアオヤマキッズ ハルカゼタートルズミニバスケットボールクラブ

しらかし青山キッズ 春風タートルズミニバスケットボールクラブ

ノシロブルーインズ ミアトミニバスケットボールスクール

能代ブルーインズ 都跡ミニバスケットボールスクール
テンドウホクブミニバスケットボールスポーツショウネンダン キビジュニアクラブ

天童北部ミニバスケットボールスポーツ少年団 ＫＩＢＩ－ｊｒクラブ
オダクラミニバスケットスポーツショウネンダン

小田倉ミニバスケットスポーツ少年団
マナベミニバスケットボールスポーツショウネンダン シマネマリン・ファイターズエムビーシー

真鍋ミニバスケットボールスポーツ少年団 島根マリン・ファイターズMBC
オトメイグレッツ キズナバスケットボールクラブ

乙女EGRETS KIZUNAバスケットボールクラブ
オオタホウセンヒガシミニバススポーツショウネンダン トモヒガシミニバスケットボールクラブ

太田宝泉東ミニバススポーツ少年団 伴東ミニバスケットボールクラブ
トコロザワイズミドルフィンズ スエタケダンシミニバス

所沢泉ドルフィンズ 末武男子ミニバス
ジュニアファイブ ミナミイノウエブルドッグス

ジュニアファイブ 南井上ブルドッグス
グロースレジェンド エンザミニバスケットボールショウネンダン

	GROWTH LEGEND 円座ミニバスケットボールスポーツ少年団

ヒガシキボウガオカミニバスケットボールブ ミヤマエダンシエムビーシー

東希望が丘ミニバスケットボール部 宮前男子MBC
タトミダンシミニバスケットボールスポーツショウネンダン ナンコククラブ

田富男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 南国クラブ
チノシミニバスケットボールスポーツショウネンダン ツヤザキシーボーイズ

茅野市ミニバスケットボールスポーツ少年団 津屋崎シーボーイズ
ボンバーズ ナベシマダンシミニバスケットボールクラブ

BOMBERS 鍋島男子ミニバスケットボールクラブ
ニュウゼンミニバスケットボールスポーツショウネンダン クロカミショウダンシミニバスケットボールクラブ

入善ミニバスケットボールスポーツ少年団 黒髪小男子ミニバスケットボールクラブ
イズミノミニバスケットボールクラブ ブルーサターン

泉野ミニバスケットボールクラブ BLUE SATURN
フクイキングス キツキフレアーズ

Fukui Kings 杵築フレアーズ
オオガキミニバスケットボールショウネンダン コバヤシミニレッドフェニックス

大垣ミニバスケットボール少年団 小林ミニレッドフェニックス
ハママツヨシンミニバスケットボールショウネンダン イケダブラックセイルズジュニア

浜松与進ミニバスケットボール少年団 池田BlackSailsJr.
イズミクラブ ウルマシリツタカエスショウガッコウ

いずみクラブ うるま市立高江洲小学校
カワゲミニバスケットボールクラブ

河芸ミニバスケットボールクラブ

チーム事情により出場辞退

45 宮崎県

22 静岡県

26 京都府

17 新潟県

42 長崎県

39 高知県15 山梨県

16 長野県

41 佐賀県

12 千葉県

35 山口県
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24 三重県

13 東京都

19 石川県

47 沖縄県23 愛知県

20 福井県

46 鹿児島県

21 岐阜県

44 大分県

18 富山県

43 熊本県

40 福岡県

11 埼玉県

37 香川県

36 徳島県

34 広島県

14 神奈川県 38 愛媛県

33 岡山県

32 島根県8 茨城県

群馬県

和歌山県

5 秋田県 29 奈良県

30

9 栃木県

31 鳥取県

6 山形県

7 福島県

28

第53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

1 北海道

兵庫県

27 大阪府3 岩手県

4 宮城県



フリガナ フリガナ

出場チーム名 出場チーム名
サツナエミドリバスケットボールクラブ オイカミミニバスケットボールクラブ

札苗緑バスケットボールクラブ 老上ミニバスケットボールクラブ
トワダミナミ ザ・イーグルスミニバスケットボールクラブ

十和田南 ザ・イーグルスミニバスケットボールクラブ

コウマミニバスケットボールショウネンダン フカイリトルペッパーズ

好摩ミニバスケットボール少年団 深井リトルペッパーズ
ショウリョウドリーム ナガオミナミゲッツ

松陵ドリーム 長尾南GET'S
イシザワ イコマダイミニバスケットボールクラブ

石沢 生駒台ミニバスケットボールクラブ
ウメバチミニバスケットクラブ カイナンオーユーミニバスケットボールクラブ

うめばちミニバスケットクラブ 海南ＯＵミニバスケットボールクラブ
ニホンマツジョシミニバスケットボールクラブスポーツショウネンダン イワクラシャイニングスターズ

二本松女子ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 岩倉Shining Stars
ナミキシルバーフォックススポーツショウネンダン ホッキレインボーズ

並木シルバーフォックススポーツ少年団 法吉レインボーズ
ミネミニバスケットボールブジョシ キズナバスケットボールクラブ

峰ミニバスケットボール部女子 KIZUNAバスケットボールクラブ
オウラキッドミニバスケットボールクラブ ミスズガオカジョシエムビーシー

邑楽KIDミニバスケットボールクラブ 美鈴が丘女子MBC
コウマツミニバスケットボールスポーツショウネンダン ヒラタエンジェルス

幸松ミニバスケットボールスポーツ少年団 平田エンジェルス
カイジンミナミエムビーシー ムヤミニバスケットボールクラブ

海神南MBC 撫養ミニバスケットボールクラブ
ソシガヤレッズ トヨナカミニバスケットボールクラブ

そしがやレッズ 豊中ミニバスケットボールクラブ
ヒガシキボウガオカミニバスケットボールブ ミヤウチエムビーシースポーツショウネンダン

東希望が丘ミニバスケットボール部 宮内MBCスポーツ少年団
クシガタオガサハラミニバスケットボールスポーツショウネンダン ミサトエムビーシー

櫛形小笠原ミニバスケットボールスポーツ少年団 三里MBC
コマガネシスポーツショウネンダン ホープ

駒ヶ根市スポーツ少年団 ＨＯＰＥ
ハマウラウィンドガールズ ミカツキジョシミニバスケットボールクラブ

浜浦ウィンドガールズ 三日月女子ミニバスケットボールクラブ

クロベレインボーズ ナガサキジュニアバスケットボールクラブ

黒部レインボーズ 長崎ジュニアバスケットボールクラブ
ワジマレッドイーグルス ホンドチュウオウジャンパーズ

輪島レッドイーグルス 本渡中央JumperZ
サカイ.ジー.ジー キツキフレアーズ

SAKAI.G.G 杵築フレアーズ
ミヤコノジョウヒガシミニバスケットボールクラブ

都城東ミニバスケットボールクラブ
シミズチョウキングフィッシャーズ ムラサキバルミニバスケットボールクラブ

清水町キングフィッシャーズ 紫原ミニバスケットボールクラブ
チタシミニバスケットボールクラブ ギノワンシリツフテンマショウガッコウ

知多市ミニバスケットボールクラブ 宜野湾市立普天間小学校
セキミニバスケットボールクラブ

関ミニバスケットボールクラブ

大分県

45 宮崎県

22 静岡県

20 福井県 44

10 群馬県 34

18 富山県

19 石川県

12 千葉県

42 長崎県

17 新潟県

16 長野県

41 佐賀県

43 熊本県

39

36

37

高知県

40 福岡県

香川県

47 沖縄県23 愛知県

46 鹿児島県

21 岐阜県

24 三重県

チーム事情により出場辞退

15 山梨県

徳島県

鳥取県

広島県

9 栃木県

13 東京都

38 愛媛県

32 島根県

35 山口県

14 神奈川県

茨城県

埼玉県

8

第53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 滋賀県

2 青森県

1 北海道

26 京都府

6 山形県

11

大阪府

7 福島県

33 岡山県

31

奈良県

4 宮城県

30 和歌山県

岩手県

295 秋田県

28 兵庫県

273




