
Group CGroup BGroup A

市原市立ちはら台南中学校

（市原市）

千葉ジェッツ U15

（船橋市）

LEOVISTA BASKETBALL
CLUB
（柏市）

HOOPS 4 HOPE

（千葉市）

第2回CHIBA BEx CUP　千葉県U15夏季バスケットボールリーグ2019

出場チーム一覧表（会場案内）

（船橋市）

千葉ジェッツ U14

（船橋市）

船橋市立船橋中学校

（船橋市）

佐倉市立南部中学校

（佐倉市）

船橋市立御滝中学校

（船橋市）

市原市立双葉中学校

（市原市）

千葉ジェッツ八千代 U15

（八千代市）

PBA

（鎌ケ谷市）

千葉市立草野中学校

（千葉市）

柏市立酒井根中学校

（柏市）

千葉県立君津青葉高等学校 佐倉市立南部中学校 東京成徳大学八千代キャンパス

君津市市民体育館 東京成徳大学八千代キャンパス 秀明八千代高等学校

《男子出場チーム》 全18チーム　5会場

チーム名
（活動地区）

千葉県立君津青葉高等学校 佐倉市立南部中学校 秀明八千代高等学校

会場

8/3

8/10

8/17

J-Futuro

（佐倉市）

千葉市立磯辺中学校

（千葉市）

大網白里市立大網中学校

（大網白里市）

市原市立辰巳台中学校

（市原市）

TEAM D-EQUIPO

（君津市）

LEOVISTA BASKETBALL
CLUB HOOPS 4 HOPE CHIBA BEx

（柏市） （千葉市） （八千代市）

《女子出場チーム》 全21チーム　4会場
Group DGroup A Group B Group C

君津クラブ

かずさマジック女子
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

HBA ORCAS PBA

（船橋市） （君津市） （茂原市） （鎌ケ谷市）

八千代松陰中学校 船橋市立船橋中学校 浦安市立見明川中学校 大網白里市大網中学校

（八千代市） （船橋市） （浦安市） （大網白里市）

―

－

―

秀明八千代高等学校

秀明八千代高等学校

チーム名
（活動地区）

千葉市立草野中学校 佐倉市立南部中学校 船橋市立大穴中学校 船橋市立御滝中学校

（千葉市） （佐倉市） （船橋市） （船橋市）

大多喜VICTORIES
J・H・S

H4H  U14 千葉市立磯辺中学校 市原市立有秋中学校

（大多喜町） （千葉市） （千葉市） （市原市）

船橋市立坪井中学校

東京成徳大学八千代キャンパス

東京成徳大学八千代キャンパス 佐倉市立南部中学校 東京成徳大学八千代キャンパス

東京成徳大学八千代キャンパス 佐倉市立南部中学校 秀明八千代高等学校

君津市市民体育館 東京成徳大学八千代キャンパス 秀明八千代高等学校

会場

8/3

8/10

8/17

― 千葉ジェッツ船橋 U15

－ － （船橋市）



女B 14:55 H4H U14 vs 佐倉市立南部中学校 かずさマジック

女B 13:30 船橋市立船橋中学校 vs
かずさマジック女子
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

LEOVISTA

女B 12:05 佐倉市立南部中学校 vs
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
H4H U14

10:40 vs

女B 9:15
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
vs H4H U14 佐倉南部中

佐倉市立南部中学校 B コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

男B 14:55 PBA vs 市原市立双葉中学校 酒井根中

男B 13:30 HOOPS 4 HOPE vs 柏市立酒井根中学校 佐倉南部中

男B 12:05 市原市立双葉中学校 vs 佐倉市立南部中学校 PBA

男B 10:40 柏市立酒井根中学校 vs PBA 千葉ジェッツ　U15

T.O 審判

男B 9:15 HOOPS 4 HOPE vs 千葉ジェッツ　U15 双葉中

佐倉市立南部中学校 A コート
Group 時間 淡色 濃色

J-Futuro vs 千葉市立磯辺中学校

千葉市立磯辺中学校 vs 大網白里市立大網中学校 J-Futuro

千葉ジェッツ　U14

市原市立辰巳台中学校 vs 千葉ジェッツ　U14 大網中

市原市立辰巳台中学校 TEAM D-EQUIPO

淡色 濃色

千葉ジェッツ　U14 vs J-Futuro

審判T.O

磯辺中vs

TEAM D-EQUIPO

男A

男A

時間

9:15

10:40

12:05

13:30

14:55

Group

男A

男A

男A

8 月 3 日

千葉県立君津青葉高等学校

（土）

第2回CHIBA BEx CUP　千葉県U15夏季バスケットボールリーグ2019

ゲームスケジュール（開催日・コート
別）

【各会場でのお願い】
① 1試合目のチームは、会場の準備をお願いいたします。
② 最終試合のチームは、会場の片付けをお願いいたします。
《各会場17：00までに撤収できるよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。》



秀明八千代高等学校 A コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

男C 9:15
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
vs 市原市立ちはら台南中学校 御滝中

男C 10:40 千葉市立草野中学校 vs 千葉ジェッツ八千代　U15 ちはら台南中

男C 12:05 船橋市立御滝中学校 vs 船橋市立船橋中学校 千葉ジェッツ八千代

男C 13:30
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
vs 千葉市立草野中学校 船橋中

男C 14:55 千葉ジェッツ八千代　U15 vs 船橋市立御滝中学校 草野中

秀明八千代高等学校 B コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女D 9:15 CHIBA BEx vs 市原市立有秋中学校 御滝中

10:40 vs

女D 12:05 船橋市立御滝中学校 vs CHIBA BEx 有秋中

女D 13:30 大網白里市立大網中学校 vs PBA CHIBA　Beｘ

女D 14:55 市原市立有秋中学校 vs 船橋市立御滝中学校 PBA

東京成徳大学八千代キャンパス A コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女A 9:15 八千代松陰中学校 vs 船橋市立坪井中学校 草野中

10:40 vs

女A 12:05 船橋市立坪井中学校 vs 千葉市立草野中学校 八千代松陰

13:30 vs

女A 14:55 千葉市立草野中学校 vs 八千代松陰中学校 坪井中

東京成徳大学八千代キャンパス B コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女C 9:15 HOOPS 4 HOPE vs 浦安市立見明川中学校 大穴中

女C 10:40 HBA ORCAS vs 千葉市立磯辺中学校 見明川中

女C 12:05 船橋市立大穴中学校 vs 千葉ジェッツ船橋 U15 磯辺中

女C 13:30 HOOPS 4 HOPE vs HBA ORCAS 千葉ジェッツ船橋

女C 14:55 千葉市立磯辺中学校 vs 船橋市立大穴中学校 HBA ORCAS



8 月 10 日 （土）

千葉県立君津青葉高等学校
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

男A 9:15 TEAM D-EQUIPO vs 大網白里市立大網中学校 磯辺中

男A 10:40 市原市立辰巳台中学校 vs J-Futuro 大網中

男A 12:05 TEAM D-EQUIPO vs 千葉市立磯辺中学校 J-Futuro

男A 13:30 大網白里市立大網中学校 vs 千葉ジェッツ　U14 TEAM D-EQUIPO

男A 14:55 市原市立辰巳台中学校 vs 千葉市立磯辺中学校 千葉ジェッツ　U14

佐倉市立南部中学校 A コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

男B 9:15 千葉ジェッツ　U15 vs 佐倉市立南部中学校 双葉中

男B 10:40 HOOPS 4 HOPE vs PBA 酒井根中

男B 12:05 千葉ジェッツ　U15 vs 市原市立双葉中学校 PBA

男B 13:30 佐倉市立南部中学校 vs 柏市立酒井根中学校 千葉ジェッツ　U15

男B 14:55 HOOPS 4 HOPE vs 市原市立双葉中学校 酒井根中

佐倉市立南部中学校 B コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女B 9:15 船橋市立船橋中学校 vs 佐倉市立南部中学校 H4H U14

女B 13:30 佐倉市立南部中学校 vs
かずさマジック女子
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

船橋中

女B 10:40
かずさマジック女子
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

vs
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
佐倉南部中

女B 12:05 H4H U14 vs 船橋市立船橋中学校 LEOVISTA

秀明八千代高等学校 A コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女D 9:15 大網白里市立大網中学校 vs 船橋市立御滝中学校 有秋中

女D 13:30 船橋市立御滝中学校 vs PBA 大網中

女D 10:40 PBA vs CHIBA BEx 御滝中

女D 12:05 市原市立有秋中学校 vs 大網白里市立大網中学校 CHIBA　Beｘ



秀明八千代高等学校 B コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女C 9:15 浦安市立見明川中学校 vs 千葉ジェッツ船橋 U15 大穴中

女C 10:40 HOOPS 4 HOPE vs 千葉市立磯辺中学校 千葉ジェッツ船橋

女C 12:05 浦安市立見明川中学校 vs 船橋市立大穴中学校 磯辺中

女C 13:30 千葉ジェッツ船橋 U15 vs HBA ORCAS 見明川中

女C 14:55 HOOPS 4 HOPE vs 船橋市立大穴中学校 HBA

東京成徳大学八千代キャンパスA コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

男C 9:15 市原市立ちはら台南中学校 vs 船橋市立船橋中学校 御滝中

男C 10:40
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
vs 千葉ジェッツ八千代　U15 船橋中

男C 12:05 市原市立ちはら台南中学校 vs 船橋市立御滝中学校 千葉ジェッツ八千代

男C 13:30 船橋市立船橋中学校 vs 千葉市立草野中学校 ちはら台南中

男C 14:55
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
vs 船橋市立御滝中学校 草野中

東京成徳大学八千代キャンパス B コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女A 9:15 君津クラブ vs 船橋市立坪井中学校 草野中

女A 10:40
大多喜VICTORIES

J・H・S
vs 八千代松陰中学校 坪井中

12:05 vs

女A 13:30 千葉市立草野中学校 vs 君津クラブ 八千代松陰

女A 14:55 船橋市立坪井中学校 vs
大多喜VICTORIES

J・H・S
君津クラブ



8 月 17 日 （土）

君津市市民体育館 A コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

男A 9:15 千葉ジェッツ　U14 vs TEAM D-EQUIPO 磯辺中

男A 10:40 J-Futuro vs 大網白里市立大網中学校 TEAM D-EQUIPO

男A 12:05 千葉ジェッツ　U14 vs 千葉市立磯辺中学校 大網中

男A 13:30 TEAM D-EQUIPO vs J-Futuro 千葉ジェッツ　U14

男A 14:55 市原市立辰巳台中学校 vs 大網白里市立大網中学校 J-Futuro

君津市市民体育館 B コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女A 9:15 八千代松陰中学校 vs 君津クラブ 大多喜VICTORIES

10:40 vs

女A 12:05
大多喜VICTORIES

J・H・S
vs 千葉市立草野中学校 八千代松陰

13:30 vs

女A 14:55 君津クラブ vs
大多喜VICTORIES

J・H・S
草野中

秀明八千代高等学校 A コート

Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

男C 9:15 千葉市立草野中学校 vs 市原市立ちはら台南中学校 御滝中

男C 10:40 千葉ジェッツ八千代　U15 vs 船橋市立船橋中学校 ちはら台南中

男C 12:05 千葉市立草野中学校 vs 船橋市立御滝中学校 LEOVISTA

草野中

男C 14:55
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
vs 船橋市立船橋中学校 千葉ジェッツ八千代

男C 13:30 市原市立ちはら台南中学校 vs 千葉ジェッツ八千代　U15



秀明八千代高等学校 B コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女C 9:15 HBA ORCAS vs 浦安市立見明川中学校 大穴中

女C 10:40 千葉市立磯辺中学校 vs 千葉ジェッツ船橋 U15 見明川中

女C 12:05 HBA ORCAS vs 船橋市立大穴中学校 HOOPS 4 HOPE

女C 13:30 浦安市立見明川中学校 vs 千葉市立磯辺中学校 HBA ORCAS

女C 14:55 HOOPS 4 HOPE vs 千葉ジェッツ船橋 U15 磯辺中

東京成徳大学八千代キャンパスA コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

男B 9:15 柏市立酒井根中学校 vs 千葉ジェッツ　U15 双葉中

男B 10:40 PBA vs 佐倉市立南部中学校 HOOPS 4 HOPE

男B 12:05 柏市立酒井根中学校 vs 市原市立双葉中学校 佐倉南部中

男B 13:30 千葉ジェッツ　U15 vs PBA 酒井根中

男B 14:55 HOOPS 4 HOPE vs 佐倉市立南部中学校 千葉ジェッツ　U15

東京成徳大学八千代キャンパスB コート
Group 時間 淡色 濃色 T.O 審判

女B 9:15
LEOVISTA BASKETBALL

CLUB
vs 船橋市立船橋中学校 かずさマジック

女D 13:30 PBA vs 市原市立有秋中学校 大網中

女D 10:40 CHIBA BEx vs 大網白里市立大網中学校 PBA

女B 12:05
かずさマジック女子
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

vs H4H U14 船橋中


