
男　子 女　子 男　子 女　子

ビーンズ☆ ビーンズ☆ ファイターズ☆○ 武蔵村山ファイターズ○

光華 光華 松原Mints○ 松原Mints○

国分寺 国分寺 府中南○ 府中南○

富士見○ 富士見○ 給田○ 給田○

陶鎔○ 陶鎔○ 八王子ゼウス 八王子マーリンズ

桃五 桃五 弥生第二 八王子ＯＷＤ

皿沼アークス 小平シャイニングガールズ

男　子 女　子 男　子 女　子

川口MAX☆○ 川口MAX○ マジック☆ マジック

砂川MBC 砂川MBC GROWTH LEGEND 多摩フェアリーズ：

新生MBC 新生MBC 月三○ 月三○

小金井○ 小金井○ 深川○ 深川○

けやき台 青葉 リトルスターズA 世田谷MBBC SMILES

新町小 南陽台○ 城東A○ 小柳○

三鷹ウイングス

第２４リーグ リーダーチーム→ ☆

男　子 女　子 男子 会場見込チーム→ ○

ソニックキッズ☆ ソニックキッズ 赤羽☆ ※会場は4/21現在

荻窪○ 荻窪○ 城東B○

水元クラブ○ 水元クラブ○ 南陽台フェニックス○

船橋WINGS○ 船橋WINGS○ 扇MAX○

豊洲 豊洲 FJBC

東京柏葉 東京柏葉 FUNTRY Jr.

アルテア アルテア

第３リーグ

第1～5・24リーグ　　代表者会議　　受付9：20　説明会9：30～10：00

第４リーグ

第２リーグ

東京都Ｕ１２カテゴリー部会　2022リーグ戦　組合せ

第５リーグ

第１リーグ



男　子 女　子 男　子 女　子

武蔵野 M・B・C☆ 武蔵野 M・B・C 秋津☆ 秋津

輝汐○ 輝汐○ 旭光○ 旭光○

上原○ 上原○ そしがやレッズ○ そしがやレッズ○

東京ユナイテッド・ブレーブス○ 東京ユナイテッド・ブレーブス○ わかくさ○ わかくさ○

上北沢PENGUINS B 上北沢PENGUINS B リトルスターズB リトルスターズ

田無HOOP 田無HOOP ブラックスターズ ブラックスターズ

志五小じょーだんズ 志五小じょーだんズ MMBC MMBC

男　子 女　子 男　子 女　子

開桜MBC☆○ 開桜MBC○ 上北沢PENGUINS A☆ 上北沢PENGUINS A

松江キッズ○ 松江キッズ○ 桜スポーツ少年団○ 桜スポーツ少年団○

タヌキ○ タヌキ○ 保谷MBBC○ 保谷MBBC○

代田キッズ 代田キッズ ジュニアーズクラブ○ ジュニアーズクラブ○

にしみたかロケッツA にしみたかロケッツ まちだエレファンツ まちだエレファンツ

日野POLESTARS 日野POLESTARS 玉川ドルフィンズ 玉川ドルフィンズ

HASUNI 浅草橋A 浅草橋

第２０リーグ リーダーチーム→ ☆

男　子 女　子 女子 会場見込チーム→ ○

中丸ダンクス 深沢ラビッツ；☆ 深沢：☆○ ※会場は4/21現在

SJY○ SJY○ みなみ野SUNS○

UMJ東六郷A○ UMJ東六郷○ 立川九○

B☆Bキッズ○ B☆Bキッズ○ 東萩山小

中町HOPPERS 中町HOPPERS 小宮

北フープステアズ 北フープステアズ さいわいMBC

第6～10・20リーグ　　代表者会議　　受付10：10　説明会10：20～10：50

第９リーグ第８リーグ

第７リーグ第６リーグ

東京都Ｕ１２カテゴリー部会　2022リーグ戦　組合せ

第１０リーグ



東京都Ｕ１２カテゴリー部会　2022リーグ戦　組合せ

男　子 女　子 男　子 女　子

ドルフィンズ☆○ ドルフィンズ○ 高井戸第二☆○ 高井戸第二○

中里ドリームス○ 中里ドリームス○ エアーソース高輪○ エアーソース高輪○

リトルブルズ○ リトルブルズ○ 日本橋MBC 日本橋MBC

笹塚小 笹塚小 巣鴨 巣鴨

豊島クラブ 豊島クラブ CMB CMB

立川フェニックス 立川フェニックス バディ 化成○

男　子 女　子 男　子 女　子

小川☆○ 小川○ 下赤塚☆○ 下赤塚○

住吉○ 住吉○ 高松○ 高松○

緑が丘エンジェルス 緑が丘エンジェルス 日新 日新

沼袋 沼袋 別所ジャスティス○ 別所ビーバーズ○

フラワーロックス フラワーロックス にしみたかロケッツB 錦町

FAMILIAR 青梅○ 永福 秋津東

多摩フェアリーズB

第２１リーグ リーダーチーム→ ☆

男　子 女　子 男子 会場見込チーム→ ○

若松☆○ 若松○ 徳丸モンキーズ☆○ ※4/21現在

小岩はすのみ○ 小岩はすのみ○ ASPS.Jr○

リトルマーベリックス○ リトルマーベリックス○ 上砂川○

さつきクラブ さつきクラブ 国立市ミニバスケットボールクラブF-KIDS

西田 西田 大原A

SUPER HOPPERS SUPER HOPPERS 大塚台

大原B 大原 椚田

第１５リーグ

第11～15・21リーグ　　代表者会議　　受付11：00　説明会11：10～11：40

第１３リーグ 第１４リーグ

第１１リーグ 第１２リーグ



男　子 女　子 男　子 女　子

由井一ファンキーズ☆○ 由井一ファイターズ○ エンデバーズ☆○ エンデバーズ○

相原グリーンジョーカーズ○ O.A.girls○ 三宿ピーナッツ○ 三宿ピーナッツ○

CHOFU SPREADERS CHOFU SPREADERS 松沢Swings 松沢Swings

桜町Wings 桜町Wings 氷川台JETS 氷川台JETS

リュンクス リュンクス 辰巳 辰巳

千駄谷 千駄谷 玉堤ウィザーズ 玉堤ウィザーズ

大泉クローバーズ 大泉クローバーズ レインボークラブ レインボークラブ

男　子 女　子 男　子 女　子

烏北☆ FFミラクルスターズ○ 用賀スピリッツ☆○ 用賀スピリッツ○

方南○ 方南○ ＦＨサンダーズ○ 本宿○

烏山プラネッツ○ 烏山プラネッツ○ 武蔵丘UNITE○ 武蔵丘UNITE○

上ノ原 上ノ原 木場B 木場

若林シャインズ 若林シャインズ Golden Kids Golden Kids

いるかクラブ いるかクラブ チーム翔 チーム翔

多田 多田 南白糸台 南白糸台

第２２リーグ 第２３リーグ リーダーチーム→ ☆

男子 男子 会場見込チーム→ ○

日野サンズ☆ 東綾瀬☆○ ※4/21現在

KC○ UMJ東六郷B○

藤橋フェイシング○ 高山バスターズ○

国立一○ springs

UP START エンジェルス

あきる野ブルズ 泰明Ｊ．Ｏ

木場A 浅草橋B

第16～19・22・23リーグ　　代表者会議　　受付11：50　説明会12：00～12：30

第１７リーグ

東京都Ｕ１２カテゴリー部会　2022リーグ戦　組合せ

第１９リーグ第１８リーグ

第１６リーグ


