
平成30年度 第22回鈴⽊正三杯ウインタートーナメントミニバスケットボール⼤会
エントリーチーム一覧

（順不同）
1 ⼥⼦ ARAI MBC 中野区
2 ⼥⼦ Ｂ☆Ｂキッズ 板橋区
3 ⼥⼦ CMBバスケットボールクラブ 江東区
4 ⼥⼦ ＦＦミラクルスターズ 府中市
5 ⼥⼦ FJBC ⽴川市
6 ⼥⼦ Golden　Kids 荒川区
7 ⼥⼦ ＫＣ ⾜⽴区
8 ⼥⼦ MMBC 武蔵村山市
9 ⼥⼦ MUSASHI 練馬区
10 ⼥⼦ O.A.girls 町田市
11 ⼥⼦ OK SMILE 八王⼦市
12 ⼥⼦ ＳＪＹ 府中市
13 ⼥⼦ springs 府中市
14 ⼥⼦ SUPER HOPPERS 葛飾区
15 ⼥⼦ エンジェルス 葛飾区
16 ⼥⼦ エンデバーズ 小平市
17 ⼥⼦ さいわいＭＢＣ ⽴川市
18 ⼥⼦ さつきクラブ ⾜⽴区
19 ⼥⼦ ジュニアーズクラブ 武蔵村山市
20 ⼥⼦ そしがやレッズ 世田谷区
21 ⼥⼦ ソニック・キッズミニバスケットボールクラブ 稲城市
22 ⼥⼦ タヌキミニバスケットボールクラブ 世田谷区
23 ⼥⼦ チーム翔 荒川区
24 ⼥⼦ ドルフィンズ 府中市
25 ⼥⼦ にしみたかロケッツ 三鷹市
26 ⼥⼦ ビーンズ 狛江市
27 ⼥⼦ ファイブスター・エンジェルス 練馬区
28 ⼥⼦ ブルースカイスポーツクラブ ⾜⽴区
29 ⼥⼦ ポニーズ 東大和市
30 ⼥⼦ マジックジュニアバスケットボールクラブ 杉並区
31 ⼥⼦ まちだエレファンツ 町田市
32 ⼥⼦ みなみ野ＳＵＮＳ 八王⼦市
33 ⼥⼦ リトルスターズ 大田区
34 ⼥⼦ リトルブルズ 板橋区
35 ⼥⼦ リトルブレイバーズ 小平市
36 ⼥⼦ リトルマーべリックス 小平市
37 ⼥⼦ レインボークラブ 葛飾区
38 ⼥⼦ わかくさMBC 八王⼦市
39 ⼥⼦ 旭光ミニバスケットボールクラブ 練馬区
40 ⼥⼦ 烏山プラネッツ 世田谷区
41 ⼥⼦ 烏北ミニバスケットボールクラブ 世田谷区
42 ⼥⼦ 永福ミニバスケットボールクラブ 杉並区
43 ⼥⼦ 荻窪小ミニバスケットボールクラブ 杉並区
44 ⼥⼦ 下赤塚ミニバスケットボールクラブ 板橋区
45 ⼥⼦ 化成小ミニバスケットボールクラブ 東村山市
46 ⼥⼦ 開桜MBC 大田区
47 ⼥⼦ 宮城ミニバスケットボールクラブ ⾜⽴区
48 ⼥⼦ 給田シューティングスターズ 世田谷区



49 ⼥⼦ 玉川ドルフィンズ 世田谷区
50 ⼥⼦ 錦町ミニバスケットボールクラブ ⽴川市
51 ⼥⼦ 月三ミニバスケットボールクラブ 中央区
52 ⼥⼦ 光華ミニバスケットボールクラブ 昭島市
53 ⼥⼦ ⾼井⼾第⼆ミニバスケットボールクラブ 杉並区
54 ⼥⼦ ⾼山バスターズ 三鷹市
55 ⼥⼦ ⾼松ミニバスクラブ 豊島区
56 ⼥⼦ 国分寺ＭＢＢＣ 国分寺市
57 ⼥⼦ 国⽴⼀　JAY　HAWKS　スポーツ少年団 国⽴市
58 ⼥⼦ 砂川ＭＢＣ ⽴川市
59 ⼥⼦ 桜スポーツ少年団 世田谷区
60 ⼥⼦ 桜丘チェリーズ 世田谷区
61 ⼥⼦ 桜町ウイングス 世田谷区
62 ⼥⼦ 笹塚小バスケットボール同好会 渋谷区
63 ⼥⼦ 三鷹ウィングスMBC 三鷹市
64 ⼥⼦ 志五小じょーだんズ 板橋区
65 ⼥⼦ 若松バスケットボールクラブ 府中市
66 ⼥⼦ 秋津ミニバスケットボールクラブ 東村山市
67 ⼥⼦ 秋津東小ミニバスケットボールクラブ 東村山市
68 ⼥⼦ 住吉ミニバスケットボールクラブ 府中市
69 ⼥⼦ 小宮ミニバスケットボールクラブ 八王⼦市
70 ⼥⼦ 小⾦井ミニバスケットボールクラブ 小⾦井市
71 ⼥⼦ 小川ミニバスケットボールクラブ 小平市
72 ⼥⼦ 小平シャイニングガールズ 小平市
73 ⼥⼦ 小柳ミニバスケットボールクラブ 府中市
74 ⼥⼦ 松江キッズミニバスケットボールクラブ 江⼾川区
75 ⼥⼦ 沼袋バスケットボールチーム 中野区
76 ⼥⼦ 上ノ原ミニバスケットボールクラブ 調布市
77 ⼥⼦ 上原フェニックス 渋谷区
78 ⼥⼦ 上北沢MBC 世田谷区
79 ⼥⼦ 新エアーソース⾼輪 港区
80 ⼥⼦ 新生MBC ⽴川市
81 ⼥⼦ 新町小バスケットボールクラブ 府中市
82 ⼥⼦ 深川ミニバスケットボールクラブ 江東区
83 ⼥⼦ 深沢ラビッツ 世田谷区
84 ⼥⼦ 水元クラブ 葛飾区
85 ⼥⼦ 杉森ミニバスケットボールチーム 調布市
86 ⼥⼦ ⻄田小ミニバスケットボール同好会 杉並区
87 ⼥⼦ ⻘梅ミニバスケットボールクラブ ⻘梅市
88 ⼥⼦ ⻘葉小ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ育成会 東村山市
89 ⼥⼦ 千駄谷バスケットボールクラブ 渋谷区
90 ⼥⼦ 川口MAX 八王⼦市
91 ⼥⼦ 扇MAXミニバスケットボールクラブ ⾜⽴区
92 ⼥⼦ 浅間台スパイダー 品川区
93 ⼥⼦ 船橋ベリーズミニバスケットボールクラブ 世田谷区
94 ⼥⼦ 多田バスケットボールクラブ 中野区
95 ⼥⼦ 多摩フェアリーズ 稲城市
96 ⼥⼦ 代田キッズ　 世田谷区
97 ⼥⼦ 大原ミニバスケットボールクラブ 品川区
98 ⼥⼦ 大泉クローバーズ 練馬区
99 ⼥⼦ 大塚台バスケＪＳＣ 豊島区
100 ⼥⼦ 大和田ミニバスケットボールクラブ 八王⼦市



101 ⼥⼦ ⾠⺒ミニバスケットボールクラブ 江東区
102 ⼥⼦ 中町HOPPERS 世田谷区
103 ⼥⼦ 中⾥ドリームス 世田谷区
104 ⼥⼦ 田無HOOPミニバスケットボールクラブ ⻄東京市
105 ⼥⼦ 東京柏葉 東久留⽶市
106 ⼥⼦ 東萩山小ミニバスケットボールクラブ 東村山市
107 ⼥⼦ 桃五ミニバスケットボールクラブ 杉並区
108 ⼥⼦ 陶鎔ミニバスケットボールクラブ 八王⼦市
109 ⼥⼦ 徳丸モンキーズ 板橋区
110 ⼥⼦ 南千住スポーツクラブ輝汐 荒川区
111 ⼥⼦ 南白糸台バスケットボールクラブ 府中市
112 ⼥⼦ 南陽台ミニバスケットボールクラブ 八王⼦市
113 ⼥⼦ 日新ミニバスケットボールクラブ 府中市
114 ⼥⼦ 日野POLESTARS 日野市
115 ⼥⼦ 萩山ミニバスケットボール愛好会 東村山市
116 ⼥⼦ 氷川台JETS 練馬区
117 ⼥⼦ 浜っち 杉並区
118 ⼥⼦ 富⼠⾒ミニバスケットボールクラブ 東村山市
119 ⼥⼦ 府中南ミニバスケットボールクラブ 府中市
120 ⼥⼦ 府中六小ミニバスケットボールクラブ 府中市
121 ⼥⼦ 武蔵丘ＵＮＩＴＥ 世田谷区
122 ⼥⼦ 武蔵村山ファイターズ 武蔵村山市
123 ⼥⼦ 武蔵台ミニバスケットボ－ルクラブ 府中市
124 ⼥⼦ 武蔵野М・Ｂ・Ｃ 武蔵野市
125 ⼥⼦ 文京グーニーズ 文京区
126 ⼥⼦ 別所ビーバーズ 八王⼦市
127 ⼥⼦ 保谷ＭＢＢＣ ⻄東京市
128 ⼥⼦ 豊洲ミニバスケットボールクラブ 江東区
129 ⼥⼦ 豊島クラブバスケスポーツ少年団 豊島区
130 ⼥⼦ 北　フープ・ステアズ　ミニバスケットボールクラブ 北区
131 ⼥⼦ 本宿バスケットボールクラブ 府中市
132 ⼥⼦ 由井⼀ファイターズ 八王⼦市
133 ⼥⼦ 用賀スピリッツ 世田谷区
134 ⼥⼦  ⽴川フェニックス ⽴川市
135 ⼥⼦ ⽴川九 ⽴川市
136 ⼥⼦ 緑が丘エンジェルス 八王⼦市


