
1 千葉 作新ベアーズ 56 船橋 習志野台第一MBC
2 千葉 ＡＹＡＭＥ　ＫＩＤＳ 57 船橋 古和釜ＭＢＣ
3 千葉 磯辺ＭＢＣ 58 船橋 八木が谷小MBC
4 千葉 高浜ベイスクエア 59 船橋 宮本MBC
5 千葉 都賀ビクトリーズ 60 船橋 飯山満スーパーキッズ
6 千葉 院内ＭＢＣ 61 船橋 大穴ジュニアスポーツクラブ
7 千葉 山王ロケッツ 62 船橋 八栄MBC
8 千葉 リトルファイブ幕張 63 船橋 小栗原MBC
9 千葉 アミカルMBC 64 船橋 三山ＭＢＣ
10 千葉 生浜スパーズMBC 65 船橋 坪井MBC
11 千葉 土気サンライズ 66 船橋 二和ＭＢＣ
12 千葉 稲丘ライトニングMBC 67 船橋 高郷MBC
13 千葉 北貝塚アローズ 68 船橋 法典東MBC
14 千葉 レッドサンズ 69 船橋 Hatch
15 千葉 千葉レッドファルコンズ 70 船橋 高三小MBC
16 千葉 さつきが丘ハイスピリッツ 71 船橋 千葉ジェッツU12
17 千葉 オユミバスケット 72 船橋 若松ファーストブレーカー
18 千葉 打瀬ベイ・シューターズ 73 市川 南新浜男子ＭＢＣ
19 千葉 こてはし台ファイターズ 74 市川 塩焼ミニバスケットボールクラブ
20 千葉 千城北フェルターズ 75 市川 国府台ミニバスケットボールクラブ
21 千葉 さつきウィングス 76 市川 若宮ＭＢＣ
22 千葉 長作MBC 77 市川 大野ＭＢＣボーイズ
23 千葉 みどりＭＢＣ　 78 市川 宮久保　ＭＢＣ
24 千葉 金沢ブレイザーズ 79 市川 南行徳MＢＣ
25 千葉 鶴沢クレインズ 80 市川 柏井ミニバスケットボールクラブ
26 市原 五井ⅯＢＣ 81 市川 大柏MBC
27 市原 牧園MBC 82 市川 宮田MBC
28 市原 辰巳台東ＭＢＣ 83 市川 鬼高ミニバスケットボールクラブ
29 市原 水の江ＭＢＣ 84 市川 二俣ＭＢＣ
30 市原 若葉ＭＢＣ 85 市川 新井ＭＢＣ
31 市原 BRAVES 86 市川 八幡小MBC
32 市原 国分寺台西MBC 87 習志野 実籾レイカーズ
33 市原 ホワイトファイブ 88 習志野 谷津MBC
34 市原 湿津ＭＢＣ 89 習志野 秋津ミニバスケットボールクラブ
35 市原 辰巳台西MBC 90 習志野 袖ヶ浦東ミニバスケットボールクラブ
36 市原 青葉台ＭＢＣ 91 習志野 大久保キャバリアーズ
37 市原 姉崎ＭＢＣ 92 習志野 鷺沼クラブ
38 市原 有秋南MBC 93 習志野 袖西MBC
39 市原 清水谷MBC 94 習志野 ＦＴファイブ
40 市原 若宮白幡MBC 95 習志野 屋敷オールスターズ
41 市原 国分寺台ＭＢＣ 96 八千代 勝田台ＭＢＣ
42 船橋 田喜野井MBC 97 八千代 ウォリアーズ
43 船橋 行田西ＭＢＣ 98 八千代 ブラックローズ
44 船橋 船橋小ＭＢＣ 99 八千代 J・Tスリーパーズ
45 船橋 塚田地区JSC 100 八千代 八千代ケイジャーズ
46 船橋 咲が丘ミニバスケットボールクラブ 101 八千代 八千代フォレスト
47 船橋 習台二MBC 102 浦安 富岡Ｍ．Ｂ．Ｃ
48 船橋 薬円台MBC 103 浦安 浦安南MBC
49 船橋 七林MBC 104 浦安 リアルスターズ
50 船橋 夏見台小MBC 105 浦安 明海ＭＢＣ
51 船橋 海神小ＭＢＣ 106 野田 野田中央オリーブ
52 船橋 前原中野木MBC 107 野田 二ツ塚ロケッツ
53 船橋 海神南ＭＢＣ 108 柏 柏リーブス
54 船橋 船橋葛飾MBC 109 柏 旭町ﾐﾆバスケットボールクラブ
55 船橋 八木北MBC 110 柏 中原ＭＢＣ
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111 柏 向原スポーツ少年団 166 東総 UNITES
112 柏 流山イーストMBC 167 山武 東金ドリーム
113 柏 ウイングス 168 山武 芝山ビクトリーズMBC
114 柏 流山スワローズスポーツ少年団 169 山武 横芝光ヒーローズ
115 柏 我孫子シャークス 170 山武 九十九里アパッチ
116 柏 我孫子ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙｸﾗﾌﾞ 171 山武 大網ロケッツ
117 鎌ヶ谷 鎌ケ谷ＭＢＣ 172 山武 Ｂ☆Ｃ　Ｄｒａｇｏｎｓ
118 鎌ヶ谷 ファイブエース 173 山武 白里ビーチボーイズ
119 鎌ヶ谷 ＨＥＡＲＴＳ 174 山武 みずほシューティングスターズ
120 鎌ヶ谷 MBC　松戸ベアーズ 175 山武 成東オーシャンボーイズ
121 鎌ヶ谷 松戸ミニバスケットボールクラブ 176 長生 キッドシャークス
122 鎌ヶ谷 FUNKIDS 177 長生 WEST　MBC
123 鎌ヶ谷 ゴールデンフェニックス 178 長生 睦沢アウレッツ
124 印旛 中志津ＪＯＹＭＢＣ 179 長生 白子ＭＢＣ
125 印旛 西志津ＭＢＣ 180 長生 一宮MINT　KID'S
126 印旛 佐倉ミニバスクラブ 181 長生 長生ルシファーズ
127 印旛 青菅ユーカリ 182 安房 黎明ＭＢＣ
128 印旛 ねごうシューターズ 183 安房 天津小湊MBBC
129 印旛 印南スピリッツ 184 安房 鴨川ミニバス
130 印旛 成田ボンバース 185 安房 クラブＫＡＺＥ
131 印旛 ジュニアファイブ 186 安房 富浦ミニバスケットボールクラブ
132 印旛 成田シューティング 187 安房 Green　Stars
133 印旛 四街道ＭＡＸ 188 安房 千倉町ミニバスケットボールクラブ
134 印旛 大日インプレス 189 安房 鋸南バジャーズ
135 印旛 YMBC 190 木更津 畑沢MBC
136 印旛 ひまわりミニバス 191 木更津 清見台ミニバスケットボールクラブ
137 印旛 四街道中央ミニバス 192 木更津 八幡台MBC
138 印旛 交進キッズ 193 木更津 木更津第二ＭＢＣ
139 印旛 八街南MBC 194 木更津 なみおかふれんず
140 印旛 八街東ロケッツ 195 木更津 ＳＴキングス
141 印旛 みすみＭＢＣ 196 木更津 請西MBC
142 印旛 富里ネッツ 197 木更津 貞元キッズミニバスケットボールクラブ
143 印旛 富南ダンク 198 木更津 中MBC
144 印旛 印旛アスフィーダⅯＢⅭ 199 木更津 小櫃アローズＭＢＣ
145 印旛 高花ミニバスケットボールクラブ 200 木更津 坂田大和田ミニバスケットボールクラブ
146 印旛 小倉台ミニバスケットボールクラブ 201 木更津 周西ＭＢＣ
147 印旛 滝野ＭＢＣ 202 木更津 富津MBC
148 印旛 西の原ドルフィンズ男子 203 木更津 中川MBC
149 印旛 内野イーグルス 204 木更津 昭和フェニックスMBC
150 印旛 印西ブロンコス 205 木更津 長浦MBC
151 印旛 桜台キングス
152 印旛 フィーニックス
153 印旛 西白井スピアーズ
154 印旛 北辺田ⅯＢＣ
155 香取 東庄MBC
156 香取 多古レイクス
157 香取 小見川スポーツ少年団
158 香取 森山ミニバスケットボールクラブ
159 香取 佐原インフィニッツ
160 東総 銚子ドルフィンズ
161 東総 ゲッツ銚子ミニバスケットボール少年団
162 東総 CAPRICE
163 東総 豊栄ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
164 東総 八日市場ＭＢＣ
165 東総 匝瑳サンズ
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