
7月16日 青柳

フレッシュ 女子 南飯田ミニバスケッボールスポーツ少年団A フレッシュ 男子 高萩東・松岡ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 南飯田ミニバスケッボールスポーツ少年団B 男子 前渡ミニバスケットボール少年団

女子 下結城ミニバス少年団 混成 大久保ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 中郷ミニバスケットボール少年団 混成 坂本ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 金沢ミニバスケットボ-ル少年団 混成 潮来MBCダンクスポーツ少年団

女子 高萩東・松岡ミニバスA 混成 田彦ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 高萩東・松岡ミニバスB 混成 石下MBC

女子 茨大附属ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 常磐ミニバスケットボールスポーツ少年団 マイクロ 男子 田彦ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 高野カンガル－ズミニバスケットボールスポーツ少年団 混成 石下MBC

女子 那珂湊第二ﾐﾆバスケットボールスポーツ少年団 混成 金砂郷クラブ

女子 外野サニーチャイルドミニバスケットボールスポーツ少年団 混成 新荘ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 大子エレメンタリーBBC

マイクロ 女子 南飯田ミニバスケッボールスポーツ少年団

女子 茨大附属ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 常磐ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 高野カンガル－ズミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 那珂湊第二ﾐﾆバスケットボールスポーツ少年団

女子 常北ミニバス
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7月18日 内原 7月18日 山吹

フレッシュ 女子 中結城ミニバスケットボールスポーツ少年団 フレッシュ 女子 里美ドリームス

女子 常北ANGELSミニバス 女子 水戸笠原レッドサンダース

女子 日立籠球少年団 女子 新荘ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 AT.STARS MBSS 女子 ＡＪ☆ＡＲＣＳ

女子 高松ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 鉢形小ミニバス フレッシュ 男子 日立籠球少年団

女子 津知クイーンズ 男子 旭東小男子ミニバス

女子 北浦Grasses　MBC 男子 沼崎ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 横瀬ミニバス少年団 男子 谷田部ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 松ヶ丘ミニバスケットボール女子スポーツ少年団 男子 今鹿島ミニバススポーツ少年団

女子 郷州ミニバススポーツ少年団 男子 梅が丘ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 梅が丘ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 水戸石川ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 津田MBC 男子 常磐ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 佐野ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 外野サニーチャイルド

女子 堀口ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 佐野ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 石神ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 五台・菅谷西ミニバス

女子 常陸大宮フェアリーズ 男子 石神ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 岩間女子ミニバスケット 男子 Shooting　Stars

女子 桂ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 土浦ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団

女子 岡田ミニバスケットボールスポーツ少年団 混成 明野ビクトリーズ

女子 かすみがうら南J・ラビッツA 混成 河和田RED　WOLVES

女子 かすみがうら南J・ラビッツB 混成 高野カンガル－ズミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 江戸崎ドリームミニバスケットボールスポーツ少年団 混成 大子ゼルコバスピアーズ

女子 あずまミニバスケットボールA

女子 あずまミニバスケットボールB マイクロ 女子 里美ドリームス

女子 土浦ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 女子 水戸笠原レッドサンダース

女子 大岩田女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 女子 石岡城南プリンセス恋瀬MBC

女子 馴柴ミニバスケットボールスポーツ少年団

マイクロ 男子 沼崎ミニバスケットボールスポーツ少年団

男子 河和田RED　WOLVES

男子 水戸石川ミニバスケットボールスポーツ少年団

混成 高野カンガル－ズミニバスケットボールスポーツ少年団
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7月23日 青柳 7月23日 内原

フレッシュ 女子 玉ミニバス フレッシュ 女子 明野フェアリーズ

女子 ひかりMBC 女子 下館中央MBC

女子 古河ＭＢＣ【ﾃﾞｰﾙ】 女子 SKYラビッツミニバスケットボールクラブ

女子 古河ＭＢＣ【ﾁｯﾌﾟ】 女子 飯沼MBC　A

女子 金砂郷クラブ 女子 飯沼MBC　B

女子 中野東ミニバスケットボールスポーツ少年団 女子 十王ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 三笠女子ミニバス 女子 宮和田ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 植松ミニバスケットボールスポーツ少年団A 女子 谷田部サイエンスキッズ

女子 植松ミニバスケットボールスポーツ少年団B 女子 長堀ミニバス少年団

女子 波崎ミニバス 女子 みのりミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 日の出スポーツ少年団ミニバスケット部 女子 MATSUBAミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 神栖リトルモンスターズミニバスケット少年団 女子 石岡KIDミニバスケットボール少年団

女子 藤代ミニバスケットボールスポーツ少年団 女子 向台ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 要ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 吉田ミニバスケットボールスポーツ少年団 フレッシュ 男子 羽黒ミニバスケット

女子 戸頭ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 真壁男子

女子 稲荷EAST 男子 結城マーベリックス

女子 菅谷東ミニバスケットボールスポーツ少年団A 男子 横瀬イーグルスミニバス少年団

女子 菅谷東ミニバスケットボールスポーツ少年団B 男子 つくば東ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 おがわミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 春日GreenDevils

女子 龍ヶ崎ミニバスケットボールスポーツ少年団A 男子 久賀ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 龍ヶ崎ミニバスケットボールスポーツ少年団B 男子 宮和田ミニバスケットボールスポーツ少年団

男子 新荘ミニバスケットボールスポーツ少年団

フレッシュ 男子 金砂郷クラブ 男子 寿ミニバスケットボールスポーツ少年団

男子 波崎ミニバス男子 男子 茨大附属ミニバスケットボールスポーツ少年団男子

男子 芳野REDSUNS 男子 東石川ミニバス少年団

男子 白方ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 岩間男子ミニバス

男子 石岡KIDミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 大洗ミニバスケットボールスポーツ少年団

混成 瓜連ワイルドボーイズ 男子 みのりミニバスケットボールスポーツ少年団

男子 大岩田男子ミニバスケットボールスポーツ少年団

マイクロ 女子 羽生Wings 男子 朝日ミニベスパスポーツ少年団

女子 稲荷EAST 混成 東クローバーズ

女子 おがわミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 龍ヶ崎ミニバスケットボールスポーツ少年団 マイクロ 男子 水木ミニバスケットボールスポーツ少年団

男子 くわがたミニバスケットボールスポーツ少年団



フレッシュ＆マイクロ　試合日程　及び会場　　　　　　　　　　Ver0711
7月24日 青柳 7月24日 山吹

フレッシュ 女子 岡田MBC フレッシュ 女子 真壁ミニバスケットボール

女子 岩井二小ミニバスケットボール 女子 精華ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 逆井山MBC 女子 常陸太田SUNSミニバス

女子 あおいJr.ミニバスケットボール少年団 女子 水戸緑岡SQURRELS

女子 麻生ミニバスケット 女子 田彦ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 陽光台小学校女子ミニバスケットボールクラブ 女子 常北ミニバス

女子 取手西ミニバススポーツ少年団

女子 沼崎女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 フレッシュ 男子 水木ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 松前台ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 三笠男子ミニバス

女子 渡里ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 植松ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 水戸石川ミニバス 男子 酒門ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 寿ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 緑岡FALCONS

女子 酒門ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 市毛JOKERS

女子 那珂湊第一ミニバス少年団 男子 常陸大宮SHINING　BOYS

女子 市毛ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 友部ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 勝倉ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 龍ヶ崎パイレーツミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 友部女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 阿見ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 龍北ミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 向台ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 都和レッドウィングス 男子 岡田ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 千代田ティンカーズA 男子 真鍋ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 千代田ティンカーズB 男子 龍ヶ崎ドルフィンズ

女子 石岡城南プリンセス恋瀬MBC　A 混成 五軒ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 石岡城南プリンセス恋瀬MBC　B 混成 茨城町ミニバスケットボールスポーツ少年団

マイクロ 女子 岩井二小ミニバスケットボール マイクロ 男子 ＡＪ☆ＡＲＣＳ

女子 渡里ミニバスケットボールスポーツ少年団 混成 AT.STARS MBSS

女子 水戸石川ミニバス 混成 五軒ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子 ＡＪ☆ＡＲＣＳ 混成 緑岡FALCONS


