
ＷＥＳＴ ２４－２３ マジックス 五井女子 ４７－４１ 野田南部 高花 ３７－３６ 流山イースト
ＷＥＳＴ ３５－２９ 薬円台 五井女子 ４１－２７ 八幡小 高花 ４６－１８ 府馬山田
ＷＥＳＴ ３５－１８ 土気 五井女子 ５１－３１ ねごうシューターズ 高花 ５３－１８ アミカル
薬円台 ３６－２７ 土気 八幡小 ４４－２６ ねごうシューターズ 府馬山田 ３２－２３ アミカル
マジックス ３６－３０ ラビッツ 野田南部 ４４－３１ 黎明 流山イースト ６３－２９ 谷津
マジックス ４９－３５ 長浦 野田南部 ５９－３２ 東金スピリッツ 流山イースト ３１－２４ 大穴
ラビッツ ４２－３４ 長浦 黎明 ４３－２９ 東金スピリッツ 谷津 ２９－２７ 大穴
咲が丘 ３９－３０ 国分 八幡 ５９－２３ 鶴沢クレインズ 峰台 ４７－２８ ゴルフェ
咲が丘 ４４－２６ 清見台 八幡 ３４－３３ 桜ヶ丘 峰台 ６１－１１ 新井
咲が丘 ５３－３０ 銚子ドルフィンズ 八幡 ７１－３３ イーグレッツ 峰台 １０６－３ 太東
清見台 ３８－３２ 銚子ドルフィンズ 桜ヶ丘 ５３－３４ イーグレッツ 新井 ５３－２８ 太東
国分 ４８－３７ 御宿 鶴沢クレインズ ４１－２０ 行徳 ゴルフェ ３８－２９ 袖ヶ浦東
国分 ７２－３２ ＴＡＣ 鶴沢クレインズ ３６－１３ 山崎 ゴルフェ ７５－３ 成田スネーキーズ

御宿 ３９－３０ ＴＡＣ 行徳 ４５－２８ 山崎 袖ヶ浦東 ７３－１２ 成田スネーキーズ

東海 ５３－３０ ワイルドキャッツ 宮久保 ４２－３５ 勝田台 真砂フラッシュ ５０－４４ 八日市場
東海 ６２－４０ ほたる野 宮久保 ５１－３５ 豊海マリナーズ 真砂フラッシュ ５６－３０ 交進キッズ
東海 ７６－２１ さつきウイングス 宮久保 ７１－１７ 七栄 真砂フラッシュ ６１－３８ 辰巳台西

ほたる野 ８６－１８ さつきウイングス 豊海マリナーズ ７６－２１ 七栄 交進キッズ ５３－３１ 辰巳台西
ワイルドキャッツ ４４－４１ 東郷 勝田台 ３８－３６ 前原中野木 八日市場 ６２－３４ 馬来田
ワイルドキャッツ ５５－２４ 野田中央オリーブ 勝田台 ６９－２９ 稲二フェニックス 八日市場 ２０－０ Ｇ　Ｓｔａｒｓ

東郷 ６３－１６ 野田中央オリーブ 前原中野木 ６５－２７ 稲二フェニックス 馬来田 ２０－０ Ｇ　Ｓｔａｒｓ
浦安高洲 ３９－２７ 三山 向原 ５３－３８ 光風台 和良比 ６４－３０ Ｋ－Ｂrave
浦安高洲 ５４－２６ 妙典 向原 ４３－１３ 周西 和良比 ５４－４５ 宮崎
浦安高洲 ４７－１５ 新松戸 向原 ７９－２６ みずほＢＣフレンズ 和良比 ８８－２１ 菅野
妙典 ５４－３１ 新松戸 周西 ５４－３０ みずほＢＣフレンズ 宮崎 ８７－１２ 菅野
三山 ６７－３５ 泉谷 光風台 ５４－２３ 滝野 Ｋ－Ｂrave ３１－３０ 坪井
三山 ５８－４８ 向山 光風台 ７４－３３ 高洲 Ｋ－Ｂrave ４６－２４ 富岡
泉谷 ４７－３１ 向山 滝野 ４５－３０ 高洲 坪井 ４２－４０ 富岡

ジュニア・ファイブ ７５－３７ 高浜ベイ 我孫子ラビッツ ５０－３４ 牛久 大日 ３６－３３ 岬ジュニア
ジュニア・ファイブ ６３－４３ 八木北 我孫子ラビッツ ４６－３３ 柏井 大日 ３９－２９ 七林
ジュニア・ファイブ ５７－２９ 昭和 我孫子ラビッツ ４７－４０ 北貝塚 大日 ２０－０ 八重原
八木北 ４４－３０ 昭和 柏井 ３５－３０ 北貝塚 七林 ２０－０ 八重原
高浜ベイ ４７－２３ 富岡 牛久 ４９－３１ 鶴枝 岬ジュニア ５１－３９ 大網ＢｉｇＮｅｔｓ

高浜ベイ ６８－１２ 千倉 牛久 ８９－１４ オリオンズ 岬ジュニア ４５－１９ 朝日ヶ丘
富岡 ５１－１１ 千倉 鶴枝 ６５－１８ オリオンズ 大網ＢｉｇＮｅｔｓ ３５－３２ 朝日ヶ丘
実花 ３３－３１ ブラックパンサーズ 冨貴島 ４２－３６ Ｂｌｏｓｓｏｍ 習台二 ６０－２９ 旭町
実花 ５１－４４ ＢＬＵＥ　Ｂｅｅ 冨貴島 ６８－３９ 志津ベアーズ 習台二 ５２－１３ 千種女子
実花 ５９－３４ 高根東 冨貴島 ６３－１３ 東条 習台二 ４８－２７ 一宮ＭＩＮＴ

ＢＬＵＥ　Ｂｅｅ ５２－３１ 高根東 志津ベアーズ ８９－２２ 東条 千種女子 ３４－２１ 一宮ＭＩＮＴ
ブラックパンサーズ ５２－４４ サンライズ Ｂｌｏｓｓｏｍ ４０－２６ 請西 旭町 ６３－１７ 増穂ＢＣガールズ

ブラックパンサーズ ４５－２９ 大柏 Ｂｌｏｓｓｏｍ ４９－２５ あやめ台 旭町 ９０－７ 加曽利
サンライズ ４２－３１ 大柏 請西 ４４－３６ あやめ台 増穂ＢＣガールズ ６３－２１ 加曽利
千葉レッドＲ ５３－４０ フォルティ 高柳 ６２－３４ 大森 松戸ベアーズ ３１－３０ 美浜
千葉レッドＲ ５６－２９ なみおか 高柳 ３２－２６ 平田 松戸ベアーズ ５２－２４ 東金東
千葉レッドＲ ５９－２７ 習志野台第一 高柳 ４７－２９ 牧園 松戸ベアーズ ６７－２１ 曽谷
なみおか ３４－３３ 習志野台第一 平田 ５２－３６ 牧園 東金東 ３６－２３ 曽谷
フォルティ ３５－２８ 松ヶ丘ラビッツ 大森 ６２－３０ 興津スマイルズ 美浜 ３６－２２ 夏見台小
フォルティ ４３－３４ 福栄 大森 ６６－３５ オユミ 美浜 ４１－３３ 川戸ＢＩＦＦＬＥ
松ヶ丘ラビッツ ５２－３８ 福栄 興津スマイルズ ４８－３２ オユミ 夏見台小 ４６－１９ 川戸ＢＩＦＦＬＥ
谷津南 ６５－３３ 天羽 ハイスピリッツ ５９－３１ 大野 信篤 ５２－３２ 流山スワローズ

谷津南 ４７－１９ 富浦 ハイスピリッツ ４２－２０ 清水口オーロラ 信篤 ３６－３２ 富里ネッツ
谷津南 ６５－２６ 磯辺 ハイスピリッツ ４５－３７ キャンパーズ 信篤 ７２－２７ 南子安
富浦 ５７－２２ 磯辺 清水口オーロラ ５３－２７ キャンパーズ 富里ネッツ ５８－１６ 南子安
天羽 ３９－２１ 湊町 大野 ５２－４３ 中の島 流山スワローズ ３８－２３ 海神小
天羽 ４８－３１ 印南スピリッツ 大野 ２０－０ 有秋東 流山スワローズ ６３－２４ 大久保
湊町 ２７－２４ 印南スピリッツ 中の島 ２０－０ 有秋東 海神小 ５５－２８ 大久保
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小栗原 ４５－３０ 森山 山武ＨＭ ４９－２３ 若松 ライジングスター ５１－１６ 尾崎
小栗原 ６９－１８ みすみ 山武ＨＭ ４１－１９ 清水谷 ライジングスター ４５－３３ 小倉台
小栗原 ７８－８ 正気ドリーム 山武ＨＭ ８９－９ 相模台 ライジングスター ４０－２９ 国府台
みすみ ５７－３３ 正気ドリーム 清水谷 ８１－１８ 相模台 小倉台 ４８－２４ 国府台
森山 ５４－３６ 長作 若松 ４９－１６ 春日 尾崎 ３０－２２ 坂田大和田
森山 ２０－０ 京葉 若松 ４５－２４ 市場 尾崎 ６６－３２ 袖ヶ浦西
長作 ２０－０ 京葉 春日 ３０－２４ 市場 坂田大和田 ５５－２８ 袖ヶ浦西

ウォリアーズ ４２－３６ 二和 新浜 ５０－３４ 東野 行田西 ５１－３４ 成田ボンバーズ

ウォリアーズ ４８－１２ 西志津 新浜 ４７－３４ 多古 行田西 ５１－２２ 姉崎
ウォリアーズ ６６－３０ 鶴舞 新浜 ６３－３０ 岩根金田 行田西 ４４－１２ ファイブエース

西志津 ５３－２６ 鶴舞 多古 ３９－１９ 岩根金田 姉崎 ３４－２９ ファイブエース

二和 ４５－２４ 花岡 東野 ４９－２０ 柏リーブス 成田ボンバーズ ４１－２７ 打瀬ベイ
二和 ２０－０ 鴨川ＡＰ 東野 ４３－２０ 都賀 成田ボンバーズ ４４－１４ 勝浦
花岡 ２０－０ 鴨川ＡＰ 柏リーブス ４４－１１ 都賀 打瀬ベイ ７６－２１ 勝浦

エンジェルス ８２－１３ lknights 王子台ミッキーズ ５５－２４ 鬼高 川間 ５９－３２ サンフラワーズ

エンジェルス ４１－３５ 富津 王子台ミッキーズ ７８－７ 稲丘 川間 ４６－４４ 印旛アスフィーダ

エンジェルス ４４－２６ ＣＡＰＲＩＣＥ 王子台ミッキーズ ７０－１８ ＪＴスリーパーズ 川間 ４４－３５ 八栄
富津 ４７－１９ ＣＡＰＲＩＣＥ 稲丘 ４６－３２ ＪＴスリーパーズ 印旛アスフィーダ ４７－１７ 八栄
lknights ３８－３６ 成東ストロベリーズ 鬼高 ２９－２４ 実籾 サンフラワーズ ６３－４６ 菊間フラワーズ

lknights ２０－０ 稲荷木 鬼高 ３４－３２ スーパーキッズ サンフラワーズ ２４－２７ フェアリーズ
成東ストロベリーズ ２０－０ 稲荷木 実籾 ３８－３４ スーパーキッズ 菊間フラワーズ ４５－２７ フェアリーズ
高野山 ６３－２９ Ｓ☆ラビッツ 中山 ４９－３０ 船橋 畑沢 ６１－２６ 屋敷
高野山 ５４－３８ 昴 中山 ５７－３５ 国分寺台西 畑沢 ４５－１８ 共和
高野山 ８２－６ 南新浜 中山 ５９－２２ 松尾 畑沢 ３５－２７ 生浜
昴 ８４－２２ 南新浜 国分寺台西 ６５－３０ 松尾 共和 ５４－２１ 生浜

Ｓ☆ラビッツ ４９－１９ 花見川セブン 船橋小 ４７－２２ 白井ファースト 屋敷 ３８－２２ ブレイブガールズ

Ｓ☆ラビッツ ４８－１９ 鋸南 船橋小 ４０－２６ 小見川 屋敷 ５７－２６ 南行徳
花見川セブン ５１－２０ 鋸南 白井ファースト ４９－４６ 小見川 ブレイブガールズ ３７－３３ 南行徳
日の出 ６４－３８ 岩木 海神南 ５８－２１ 四和 作新 ６５－１１ 横芝光スマイル☆ガールズ

日の出 ８０－２４ 有秋西 海神南 ３１－２７ 大原 作新 ６３－１０ 中川
日の出 ９２－１２ 和名ヶ谷 海神南 ４９－４２ ウイングス 作新 ５７－９ 内野イーグルス

有秋西 ６３－１９ 和名ヶ谷 大原 ４４－３２ ウイングス 中川 ４６－４４ 内野イーグルス

岩木 ５４－２１ 古和釜 四和 ３８－２２ 市川小 横芝光スマイル☆ガールズ ３３－３１ 八木が谷
岩木 ５８－４０ リトルファイブ 四和 ６７－６１ みどり 横芝光スマイル☆ガールズ ４７－２７ 西条
古和釜 ３９－２５ リトルファイブ 市川小 ３６－３０ みどり 八木が谷 ３２－１６ 西条
法典 ６５－３１ 東庄 福岡鴇嶺 ６５－３７ ＦＵＮ　ＫＩＤＳ 絆 ４６－１２ 大多喜
法典 ６１－１５ 西の原ドルフィンズ 福岡鴇嶺 ７５－４ 睦沢アウレッツ 絆 ３２－２４ 小中台
法典 ８４－２９ 水の江 福岡鴇嶺 ８８－７ 小倉 絆 ５９－１７ 舘野

西の原ドルフィンズ ５４－４８ 水の江 睦沢アウレッツ ３０－１４ 小倉 小中台 ７１－２２ 舘野
東庄 ３９－２９ みつわ台 ＦＵＮ　ＫＩDS ５７－３４ 塩焼 大多喜 ５５－３２ 西海神
東庄 ５９－２４ 鷺沼 ＦＵＮ　ＫＩDS ５０－３１ 中 大多喜 ３５－２８ Ｌｅｔ’ｓ

みつわ台 ６３－３０ 鷺沼 塩焼 ３８－２４ 中 西海神 ４２－３６ Ｌｅｔ’ｓ
高三小 ４６－２３ スターキッズ 東深井レインボーズ ４２－３１ ＦＴファイブ 浦安南 ７４－８ 青葉台
高三小 ４３－２４ 大貫 東深井レインボーズ １９－１７ 朝陽 浦安南 ３２－２７ ドリームス
高三小 ７５－２ 中志津ＪＯＹ 東深井レインボーズ ６２－９ 北方 浦安南 ７４－３０ シスターズ
大貫 １００－３ 中志津ＪＯＹ 朝陽 ４０－２２ 北方 ドリームス ３４－２１ シスターズ

スターキッズ ４１－３５ 国分寺台 ＦＴファイブ ３４－１９ 祇園 青葉台 ４９－４１ 田喜野井
スターキッズ ４６－３４ ＭＡＳＡＧＯ ＦＴファイブ ４１－１２ 星久喜 青葉台 ５７－４５ 北三原
国分寺台 ４２－３３ ＭＡＳＡＧＯ 祇園 ４４－１４ 星久喜 田喜野井 ４９－３７ 北三原
院内 ５２－２２ 真間 グローリアス ５０－４８ 川上マウス 宮本 ２８－１７ 山王
院内 ５４－３８ 高郷 グローリアス ２８－２４ 百合台 宮本 ４４－２５ 八幡台
院内 ９１－１８ 白里Ｂガールズスター グローリアス ６９－２８ 大東 宮本 ６３－２８ 鶴指
高郷 ７８－２６ 白里Ｂガールズスター 百合台 ５６－２８ 大東 八幡台 ３７－１９ 鶴指
真間 ５９－２５ キッドシャークス 川上マウス ５２－２０ 長南ＧＷ 山王 ４３－２５ 豊栄
真間 ６８－３３ 四街道中央 川上マウス ８２－１２ インフィニッツ 山王 ２０－０ 芝山ビクトリーズ

キッドシャークス ６１－４８ 四街道中央 長南ＧＷ ９４－１７ インフィニッツ 豊栄 ２０－０ 芝山ビクトリーズ

市原・国分寺台東 ３８－３４ レッドローズ 木更津第二 ３４－２０ 大洲 蓮沼ハッスル ４４－３６ 塚田
市原・国分寺台東 ４３－２６ 成田ジュニアスターズ 木更津第二 ４２－４１ 野田 蓮沼ハッスル ４１－２９ 幸
市原・国分寺台東 ６１－２３ 鎌ヶ谷 木更津第二 ５０－２９ こてはし台Ｆ 蓮沼ハッスル ２０－０ 中原
成田ジュニアスターズ ５２－３０ 鎌ヶ谷 野田 ３８－３１ こてはし台Ｆ 幸 ２０－０ 中原
レッドローズ ３６－２７ 船橋葛飾 大洲 ４５－２７ いすみ 塚田 ３８－２８ ＮＦＢ
レッドローズ ７２－１２ 天津 大洲 ２０－０ ひまわり 塚田 ５５－２８ 青菅
船橋葛飾 ６７－２０ 天津 いすみ ２０－０ ひまわり ＮＦＢ ６０－２０ 青菅

第４４回千葉県ミニバスケットボール大会女子予選結果Ｎｏ２


