
1 千葉 花園MBC 56 市原 東海MBC
2 千葉 磯辺ＭＢＣ 57 市原 五井女子MBC
3 千葉 鶴沢クレインズ 58 市原 青葉台ＭＢＣ
4 千葉 あやめ台MBC 59 市原 市原・国分寺台東MBC
5 千葉 作新ディオメディアス 60 市原 南総ＭＢＣ
6 千葉 真砂フラッシュ 61 市原 国分寺台フラワーズ
7 千葉 小倉ミニバスケットボールクラブ 62 船橋 法典MBC
8 千葉 都賀ビクトリーズ 63 船橋 前原中野木MBC
9 千葉 こてはし台ファイターズ 64 船橋 坪井MBC
10 千葉 生浜ミニバスケットボールクラブ 65 船橋 古和釜ＭＢＣ
11 千葉 院内ＭＢＣ 66 船橋 田喜野井MBC
12 千葉 若松MBC 67 船橋 塚田ＪＳＣ
13 千葉 稲二フェニックスミニバスケットボールクラブ 68 船橋 習台二ＭＢＣ
14 千葉 長作MBC 69 船橋 船橋小MBC
15 千葉 千葉レッドローズ 70 船橋 行田西MBC
16 千葉 小中台MBC 71 船橋 海神小ＭＢＣ
17 千葉 土気ドルフィンズ 72 船橋 峰台MBC
18 千葉 稲丘ライトニングMBC 73 船橋 八木が谷小MBC
19 千葉 北貝塚ＭＢＣ 74 船橋 夏見台小MBC
20 千葉 アミカルMBC 75 船橋 七林MBC
21 千葉 花見川セブンMBC 76 船橋 咲が丘ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
22 千葉 星久喜MBC 77 船橋 高三小MBC
23 千葉 グロ－リアス 78 船橋 習志野台第一MBC
24 千葉 サンフラワーズＭＢＣ 79 船橋 高郷MBC
25 千葉 山王MBC 80 船橋 三山MBC
26 千葉 リトルファイブ幕張ミニバスケットボールクラブ 81 船橋 薬円台ＭＢＣ
27 千葉 みどりＭＢＣ　 82 船橋 八栄MBC
28 千葉 さつきが丘ハイスピリッツ 83 船橋 海神南MBC
29 千葉 加曽利ホーネッツ 84 船橋 八木北MBC
30 千葉 高浜ベイスクエア 85 船橋 高根東MBC
31 千葉 ＴＡＣスターレット 86 船橋 船橋葛飾MBC
32 千葉 川戸ＢＩＦＦＬＥ 87 船橋 大穴ジュニアスポーツクラブ
33 千葉 さつきウィングス 88 船橋 飯山満スーパーキッズ
34 千葉 K-Brave 89 船橋 市場ヴィクトリーファイターズ
35 千葉 泉谷スパークス 90 船橋 宮本MBC
36 千葉 打瀬ベイ・シューターズ 91 船橋 西海神トリトン
37 千葉 ＭＡＳＡＧＯ　ＭＢＣ 92 船橋 小栗原MBC
38 千葉 ｌｉｔｔｌｅ　ｋｎｉｇｈｔｓ 93 船橋 二和MBC
39 千葉 オユミバスケット 94 船橋 湊町MBC
40 千葉 高洲MBC 95 船橋 若松ファーストブレーカー
41 千葉 ＡＮシリウス 96 市川 妙典ドリームズ
42 市原 清水谷MBC 97 市川 幸MBC
43 市原 姉崎ＭＢＣ 98 市川 南新浜女子MBC
44 市原 有秋西ＭＢＣ 99 市川 曽谷MBC
45 市原 牧園ＭＢＣ 100 市川 塩焼女子MBC
46 市原 白幡若宮フェニックスMBC 101 市川 大野女子MBC
47 市原 Blossom MBC 102 市川 宮久保MBC
48 市原 千種女子MBC 103 市川 信篤ＭＢＣ
49 市原 国分寺台西ＭＢＣ 104 市川 柏井ミニバスケットボールクラブ
50 市原 辰巳台西MBC 105 市川 冨貴島ＭＢＣ
51 市原 水の江ＭＢＣ 106 市川 南行徳MBC女子
52 市原 光風台MBC 107 市川 北方MBC
53 市原 京葉MBC 108 市川 国府台ミニバスケットボールクラブ
54 市原 八幡MBC 109 市川 平田ＭＢＣ
55 市原 有秋東MBC 110 市川 新浜MBC
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111 市川 国分MBC 166 柏 流山スワローズスポーツ少年団
112 市川 鶴指ＭＢＣ 167 柏 流山イーストMBC
113 市川  Ｌet's 168 柏 ウイングス
114 市川 八幡小MBC 169 柏 東深井レインボーズ
115 市川 大洲MBC 170 柏 ＭＢＣ我孫子ラビッツ
116 市川 二俣ＭＢＣ 171 柏 高野山ミニバスケット
117 市川 鬼高ミニバスケットボールクラブ 172 鎌ヶ谷 マジックス
118 市川 大柏MBC 173 鎌ヶ谷 ＨＥＡＲＴＳ
119 市川 百合台MBC 174 鎌ヶ谷 鎌ケ谷MBC
120 市川 フェアーズ菅野 175 鎌ヶ谷 ファイブエース・ジュニア
121 市川 中山MBCスポーツ小年団 176 鎌ヶ谷 MBC 松戸ベアーズ
122 市川 福栄ＭＢＣ 177 鎌ヶ谷 和名ヶ谷ビューティフルスパークス
123 市川 行徳MBC 178 鎌ヶ谷 ブラックパンサーズＭＢＣ
124 市川 市川小ＭＢＣ 179 鎌ヶ谷 FUN KIDS
125 市川 真間MBC 180 鎌ヶ谷 松戸ＭＫスパークス
126 市川 新井ＭＢＣ 181 鎌ヶ谷 新松戸ドリーマーズ
127 習志野 谷津MBC 182 鎌ヶ谷 相模台スーパーフェニックス
128 習志野 袖ヶ浦東ミニバスケットボールクラブ 183 鎌ヶ谷 松ヶ丘ラビッツ
129 習志野 大久保ＭＢＣ 184 鎌ヶ谷 ゴールデンフェニックス
130 習志野 実籾レイカーズ 185 印旛 西志津MBC
131 習志野 鷺沼MBC 186 印旛 王子台ミッキーズ
132 習志野 実花ＭＢＣ 187 印旛 中志津ＪＯＹＭＢＣ
133 習志野 谷津南ＭＢＣ 188 印旛 青菅ミニバスケットボールクラブ
134 習志野 大東ＭＢＣ 189 印旛 志津ベアーズ
135 習志野 向山ＭＢＣ 190 印旛 印南スピリッツ
136 習志野 袖西MBC 191 印旛 成田スネーキーズ
137 習志野 ＦＴファイブ 192 印旛 成田ジュニアスターズ
138 習志野 屋敷オールスターズ 193 印旛 フォルティ
139 習志野 秋津ミニバスケットボールクラブ 194 印旛 成田ボンバース
140 八千代 レッドローズ 195 印旛 ジュニア・ファイブ
141 八千代 村上イーグレッツＧｉｒｌ‘ｓ 196 印旛 四和ＭＢＣ
142 八千代 キャンパーズ 197 印旛 大日ミニバス
143 八千代 八千代スターキッズ 198 印旛 四街道中央ミニバス
144 八千代 ウォリアーズ 199 印旛 和良比ミニバス
145 八千代 勝田台ＭＢＣ 200 印旛 ひまわりミニバス
146 八千代 オリオンズ 201 印旛 朝陽MBC
147 八千代 フェアリーズ 202 印旛 川上マウス
148 八千代 ラビッツ 203 印旛 サンライズ
149 八千代 J・Tスリーパーズ 204 印旛 エンジェルス
150 浦安 浦安南MBC 205 印旛 みすみMBC
151 浦安 富岡MBC 206 印旛 シスターズ
152 浦安 日の出ＭＢＣ 207 印旛 交進キッズ
153 浦安 東野MBC 208 印旛 富南チェリーズ
154 浦安 明海MBC  girls 209 印旛 富里ネッツ
155 野田 岩木ＭＢＣ 210 印旛 七栄ミニバス
156 野田 山崎MBC 211 印旛 印旛アスフィーダＭＢＣ
157 野田 野田中央オリーブ 212 印旛 高花ミニバスケットボールクラブ
158 野田 野田MBC 213 印旛 滝野MBC
159 野田 川間ＭＢＣ 214 印旛 小倉台ミニバスケットボールクラブ
160 野田 野田南部MBC 215 印旛 大森ミニバスケットボールクラブ
161 野田 宮崎ちあーず 216 印旛 西の原ドルフィンズ
162 柏 柏リーブス 217 印旛 内野イーグルス
163 柏 旭町ミニバスケットボールクラブ 218 印旛 ワイルドキャッツ
164 柏 向原スポーツ少年団 219 印旛 白井ファースト
165 柏 中原MBC 220 印旛 清水口オーロラ
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221 印旛 昴MBC 276 安房 富浦ミニバスケットボールクラブ
222 印旛 絆MBC 277 安房 Green Stars
223 香取 多古レイクス 278 安房 鋸南バジャーズ
224 香取 東庄MBC 279 木更津 請西MBC
225 香取 小見川スポーツ少年団 280 木更津 なみおかふれんず
226 香取 佐原インフィニッツ 281 木更津 木更津ファーストMBC
227 香取 府馬山田ＭＢＣ 282 木更津 馬来田MBC
228 東総 銚子ドルフィンズ 283 木更津 木更津第二MBC　
229 東総 CAPRICE 284 木更津 八幡台ミニバスクラブ
230 東総 BLUE Bee 285 木更津 畑沢MBC
231 東総 豊栄ミニバスケットボールクラブ 286 木更津 清見台MBC
232 東総 八日市場MBC 287 木更津 岩根・金田スターフレンズ
233 東総 共和MBC 288 木更津 祇園ダウンタウンヒーローズ
234 山武 正気ドリーム 289 木更津 ほたる野ネッツ
235 山武 東金スピリッツ 290 木更津 中MBC
236 山武 福岡鴇嶺MBC 291 木更津 八重原ⅯＢＣ
237 山武 東金東MBC 292 木更津 周西ＭＢＣ
238 山武 豊海マリナーズ 293 木更津 南子安ＭＢＣ
239 山武 横芝光スマイル☆ガールズ 294 木更津 Ｓ☆ラビッツ
240 山武 芝山ビクトリーズMBC 295 木更津 坂田大和田ミニバスケットボールクラブ
241 山武 大網Big Nets 296 木更津 富津MBC
242 山武 増穂BCガールズ 297 木更津 フェニックスドリームス
243 山武 みずほＢＣフレンズ 298 木更津 長浦MBC
244 山武 白里Ｂガールズスター 299 木更津 昭和MBC
245 山武 成東ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｽﾞMBC
246 山武 蓮沼ハッスルMBC
247 山武 山武ＨＭオーキッズ
248 山武 松尾ＭＢＣ
249 長生 WEST MBC
250 長生 豊岡MBC
251 長生 中の島ＭＢＣ
252 長生 ブレイブガールズ
253 長生 豊田キッドシャークス
254 長生 鶴枝ＭＢＣ
255 長生 東郷MBC
256 長生 睦沢アウレッツ
257 長生 白子ＭＢＣ
258 長生 長南グリーンウェーブ
259 長生 ライジングスター
260 夷隅 勝浦ＭＢＢＣ
261 夷隅 興津スマイルズ
262 夷隅 大多喜ビクトリーズ
263 夷隅 御宿ＭＢＣ
264 夷隅 岬ｼﾞｭﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
265 夷隅 大原MBBC
266 安房 黎明バスケットボール
267 安房 館山ミニバスケットクラブ
268 安房 館野ＭＢＣ
269 安房 那古ジュニア　バスケットボールクラブ
270 安房 天津MBC
271 安房 西条ミニバスケットボールクラブ
272 安房 東条MBC
273 安房 鴨川アプローズ
274 安房 千倉町ミニバスケットボールクラブ
275 安房 北三原Winds

チーム登録番号一覧　（女子）

No. 支部 チーム名称 No. 支部 チーム名称


