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東 本大震災復興支援

JLBBL

東日本大震災復興支援東日本大震災復興支援
第32回全国ママさんバスケットボール交歓大会 組合せ表第32回全国ママさんバスケットボ ル交歓大会　組合せ表
平成25年7月26日（金）～28日（日） 於 埼玉県さいたま市平成25年7月26日（金）～28日（日）  於　埼玉県さいたま市

一般Aブロック 7月27日(土) 7月28日(日) 一般Ｂブロック 7月27日(土) 7月28日(日)一般Aブロック                          　7月27日(土)     7月28日(日) 一般Ｂブロック                          　7月27日(土)     7月28日(日)

＜Vｱﾘ ﾅ＞ ＜Vｱﾘ ﾅ＞ ＜Vｱﾘ ﾅ＞ ＜Vｱﾘ ﾅ＞＜Vｱﾘｰﾅ＞ ＜Vｱﾘｰﾅ＞ ＜Vｱﾘｰﾅ＞ ＜Vｱﾘｰﾅ＞

1 ブルーインズ・レッツ (埼玉) 9 One☆bee (京都)
敗者戦 敗者戦

b1

1 ブルーインズ・レッツ (埼玉) 9 One☆bee (京都)

1
敗者戦 敗者戦

b1

ド (兵庫) か みク ブ (神奈川)

a1

2 エンドレス (兵庫) a1 10 かつみクラブ (神奈川) b1

a6 b6

位決定戦 位決定戦
3 KALEIDOSCOPE (神奈川) 11 デレッターズママ (東京)

３位決定戦 ３位決定戦
3 KALEIDOSCOPE (神奈川) 11 デレッタ ズママ (東京)

a3 b3a3 b3

4 ＪＢＣ (千葉) 12 ＭＢＣ・一般 (青森)

a4 a3 b4 b3

4 ＪＢＣ (千葉) 12 ＭＢＣ・一般 (青森)

a4 a3 b4 b3

5 ウイングスＺ (福岡) 13 ハンプテ ダンプテ (千葉)5 ウイングスＺ (福岡) 13 ハンプティ　ダンプティ (千葉)

a4 b4

敗者戦 敗者戦
6 ザ・マザーズ弥生 (東京) 14 大黒天 (大阪)

敗者戦 敗者戦
6 ザ マザ ズ弥生 (東京) 14 大黒天 (大阪)

a7 b7a7 b7

7 佐久クラブ (長野) a2 15 多治見エルクラブ (岐阜) b27 佐久クラブ (長野) a2 15 多治見エルクラブ (岐阜) b2

a5 b5

8 新居浜クラブ (愛媛) 16 チ リ ズ (山形)

a5 b5

8 新居浜クラブ (愛媛) 16 チェリーズ (山形)

般 ブ ク 月 日(土) 月 日(日) 般 ブ ク 月 日(土) 月 日(日)一般Ｃブロック                          　7月27日(土)     7月28日(日) 一般Dブロック                          　7月27日(土)     7月28日(日)

＜浦和北高校＞ ＜Vｱﾘｰﾅ＞ ＜大宮西高校＞ ＜与野高校＞浦和北高校 ﾘ ﾅ 大宮西高校 与野高校

倉敷藤花 (岡山) ダイワ (静岡)
敗者戦 敗者戦

17 倉敷藤花 (岡山) 25 ダイワ (静岡)
敗者戦 敗者戦

g1e1 g

18 長野クラブ (長野) c1 26 ＢＯＳＥ (茨城) i118 長野クラブ (長野) c1 26 ＢＯＳＥ (茨城) i1

e5 g5e5 g5

19 Marchin's (京都) 27 オンマーズ (大阪)
３位決定戦 ３位決定戦

19 Marchin's (京都) 27 オンマーズ (大阪)

2 2
３位決定戦 ３位決定戦

e2 g2

(東京) 花園クラブ (香川)20 NBC (東京) 28 花園クラブ (香川)

c4 c3 i4 i3

21 FreshOnion (北海道) 29 DAISY (埼玉)21 FreshOnion (北海道) 29 DAISY (埼玉)

e3 g3e3 g3 

22 鎌ケ谷ファーストレディス (千葉) 30 ブロッサム (和歌山)
敗者戦 敗者戦

22 鎌ケ谷ファーストレディス (千葉) 30 ブロッサム (和歌山)

6 6
敗者戦 敗者戦

(広島)

e6 g6

ビ グ (兵庫) コスモス (広島) i223 ビッグママ (兵庫) c2 31

e4 g4 

24 HOPI TーREX (神奈川) 32 With (群馬)

g

24 HOPI　T REX (神奈川) 32 With (群馬)

一般Eブロック 7月27日(土) 7月28日(日) 一般Ｆブロック 7月27日(土) 7月28日(日)般Eブロック              　            　7月27日(土)     7月28日(日) 般Ｆブロック                       　   　7月27日(土)     7月28日(日)

＜大宮西高校＞ ＜与野高校＞ ＜与野高校＞ ＜大宮西高校＞＜大宮西高校＞ ＜与野高校＞ ＜与野高校＞ ＜大宮西高校＞

33 南アルプスＭＢＣ (山梨) 41 R/T (山口)
敗者戦 敗者戦

i1

33 南アルプスＭＢＣ (山梨) 41 R/T (山口)

h1 i1

34 松本クラブ (長野) j1 42 新潟Mi (新潟) 1

h1

34 松本クラブ (長野) j1 42 新潟Mis (新潟) g1

i5h5

３位決定戦 ３位決定戦
35 フライデー (愛知) 43 レッドペッパーズ (埼玉)

３位決定戦 ３位決定戦
フライデ

h2 i2

(愛知) レッド ッ ズ (埼玉)

h2 i2

36 ポットベリー (京都) 44 フカガワQueen (長野)36 ポットベリー (京都) 44 フカガワQueen (長野)

j4 j3 g4 g3j4 j3 g4 g3

R i (神奈川)37 ＲＪＣ (滋賀) 45 Remix (神奈川)37 ＲＪＣ (滋賀) 45

h3 i3

敗者戦 敗者戦
38 清水西クラブ (静岡) 46 江南ドリーム (愛知)

敗者戦 敗者戦
清水西クラブ (静岡) 江南ドリ ム (愛知)

h6 i6

アットホームズ (秋田) j2 47 ZERO (大阪) g2

h6 i6

39 アットホームズ (秋田) j2 47 ZERO (大阪) g2

h4 i4

39

栃木オ タ ズ (栃木) (石川)

h4 i4

40 栃木オールスターズ (栃木) 48 Ｂｅｅ (石川)
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一般Gブロック 7月27日(土) 7月28日(日) シニアＨブロック 7月27日(土) 7月28日(日)般Gブロック                          　　　7月27日(土)     7月28日(日) シニアＨブロック                        　7月27日(土)     7月28日(日)

＜与野高校＞ ＜大宮西高校＞ ＜浦和北高校＞ ＜Vｱﾘｰﾅ＞＜与野高校＞ ＜大宮西高校＞ ＜浦和北高校＞ ＜Vｱﾘｰﾅ＞

49 ＳＥＩＫＡ (静岡) 57 宗像レディース (福岡)
敗者戦 敗者戦

f1

49 ＳＥＩＫＡ (静岡) 57 宗像レディース (福岡)

j1 f1

50 上尾オリ ブ (埼玉) h1 58 ＬＯＶＥＬＹ京都 (京都) d1

j1

50 上尾オリーブ (埼玉) h1 58 ＬＯＶＥＬＹ京都 (京都) d1

j5 f5

３位決定戦 ３位決定戦
51 砺波クラブｍａｍａ (富山) 59 桐花クラブⅡ (群馬)

３位決定戦 ３位決定戦
砺波クラブｍａｍａ (富山) 桐花クラブⅡ (群馬)

j2 f2j2 f2

52 FBLC (千葉) 60 奈良グリーンシニア (奈良)

h4 h3 d4 d3

52 FBLC (千葉) 60 奈良グリーンシニア (奈良)

h4 h3 d4 d3

Ｌ B (茨城) だんだん 島根 (島根)53 Ｌａｚｙ　Bones (茨城) 61 だんだん・島根 (島根)

j3 f3

敗者戦 敗者戦

j

54 いちのせきマザーズ (岩手) 62 烏山ベリーズ (栃木)
敗者戦 敗者戦

54 いちのせきマザ ズ (岩手) 62 烏山ベリ ズ (栃木)

j6 f6

ＷＩＮ八戸シニア (青森) d2

j6 f6

55 サプライズ (三重) h2 63 ＷＩＮ八戸シニア (青森) d2

j4 f4

55 サプライズ (三重) h2 63

j4 f4

56 芦屋シーサイド (兵庫) 64 メリーズ (静岡)芦屋シ サイド (兵庫) リ (静岡)

シニアＩブロック                          　7月27日(土)     7月28日(日) シニアJブロック                          　7月27日(土)     7月28日(日)シ アＩブ ック                          　7月27日(土)     7月28日(日) シ アJブ ック                          　7月27日(土)     7月28日(日)

＜Vｱﾘｰﾅ＞ ＜浦和北高校＞ ＜Vｱﾘｰﾅ＞ ＜浦和北高校＞＜Vｱﾘ ﾅ＞ ＜浦和北高校＞ ＜Vｱﾘ ﾅ＞ ＜浦和北高校＞

敗者戦 敗者戦
65 ｓｐｅｒｋｌｅｒ (広島) 73 北桐シニアーズ (岩手)

敗者戦 敗者戦
d1

ｓｐｅｒｋｌｅｒ (広島) 北桐シ ア ズ (岩手)

c1 d1

66 浦和ピンキーポップ (埼玉) e1 74 緑地クラブB (東京) f1

c1

d6c6

66 浦和ピンキーポップ (埼玉) e1 74 緑地クラブB (東京) f1

d6

67 Ｍ ｉｔ (石川) 75 ＴＯＹＯＴＡ ＳＵＮ ＳＰ (愛知)

c6

３位決定戦 ３位決定戦
67 Ｍｏｓｑｕｉｔｏｅｓ (石川) 75 ＴＯＹＯＴＡ ＳＵＮ ＳＰ (愛知)

３位決定戦 ３位決定戦
c3 d3

68 多賀リフレイン (茨城) 76 松本クラブシニア (長野)多賀 茨 松本 長野

e4 e3 f4 f3e4 e3 f4 f3

Mother Goose (千葉)69 福島レディースシニア (福島) 77 Mother Goose (千葉)

c4 d4

69 福島レディ スシニア (福島) 77

c4 d4

70 ミッキーズ (山口) 78 ＢＦＵ’ｓ (鳥取)
敗者戦 敗者戦

70 ミッキーズ (山口) 78 ＢＦＵ’ｓ (鳥取)

7 d7
敗者戦 敗者戦

ド ズ (兵庫) 柏木ク ブ (宮城)

c7 d7

エンドレス　ローズ (兵庫) e2 79 柏木クラブM (宮城) f271

c5 d5

72 Bloom (神奈川) 80 オーバンズ (大阪)72 Bloom (神奈川) 80 オ バンズ (大阪)

◇ ト b d さいたま市記念総合体育館（Vｱﾘ ﾅ） さいたま市桜区道場4 3 1◇コート　   　　 a ・ b ・ c ・ d ： さいたま市記念総合体育館（Vｱﾘｰﾅ）　　さいたま市桜区道場4-3-1◇
： 県立浦和北高等学校　　　　　        　 　  さいたま市桜区大字五関 595 　　　 e ・ f ： 県立浦和北高等学校　　　　　        　 　  さいたま市桜区大字五関 595 
： 市立大宮西高等学校 さいたま市大宮区三橋 4-96

　　　 e  f
g ・ h ： 市立大宮西高等学校　　　　　　 　　　　　 さいたま市大宮区三橋 4-96

： 県立与野高等学校 さいたま市中央区本町西 2 8 1
　　 　　　　　　　 g ・ h

i ・ j ： 県立与野高等学校　　　　　　　　　　　 　  さいたま市中央区本町西 2-8-1 　　　 　　　　　　  i ・ j

◇日韓親善試合 さいたま市記念総合体育館（Vｱﾘ ﾅ）◇日韓親善試合       さいたま市記念総合体育館（Vｱﾘｰﾅ）
7月26日（金） 15 30 b ト7月26日（金）　 　15：30  　bコート
7月27日（土）　　 10：20　　bコート7月27日（土）　　 10：20　　bコ ト

◇会場移動◇会場移動

ブロ ク 27日（土） 28日（日）
◇試合時間

　ブロック 　　　　27日（土） 28日（日）
◇試合時間

一般 Ａ Vｱﾘ ﾅ a a27日(土) 28日(日) Vｱﾘｰﾅ　 一般   Ａ   　　 　 Vｱﾘｰﾅ a a
般 Ｂ Vｱﾘ ﾅ b b

27日(土) 28日(日) Vｱﾘｰﾅ
さいたま市 大宮西高校 与野 Vｱﾘ ﾅ　 一般   Ｂ   　　 　 Vｱﾘｰﾅ b b

般 Ｃ 浦和北高校
　　　　　　　　　 さいたま市 大宮西高校・与野

高校 浦和北高校 全会場
Vｱﾘｰﾅ

記念総合体育館 Vｱﾘ ﾅ Vｱﾘ ﾅ　 一般   Ｃ  　　　浦和北高校 e c
第 試合 般 大宮 高校 与野高校

高校・浦和北高校 全会場　　　　　　　　　 記念総合体育館  Vｱﾘｰﾅ Vｱﾘｰﾅ
 第1試合　　　　　    9:00  　一般   Ｄ   　　 大宮西高校 g i  9:00   9:00 与野高校第 試合 般 大宮西高校 g
 第2試合             10:20 　 一般   Ｅ　   　 大宮西高校 h j

与野高校
10:20 10:20 与野高校 第2試合             10:20 　 般   Ｅ　   　 大宮西高校 h j

第3試合 12:00 一般 Ｆ 与野高校 i g
10:20 10:20 与野高校
11:40 11:40 大宮西高校 第3試合             12:00 　 般   Ｆ   　　   与野高校 i g

第4試合 13:20 一般 Ｇ 与野高校 j h
11:40 11:40 大宮西高校
13:00 13:10 大宮西高校 第4試合             13:20 　 一般   Ｇ 　　　  与野高校 j h

第5試合 14:40 シニア Ｈ 浦和北高校 f d14:20 Vｱﾘｰﾅ
13:00 13:10 大宮西高校

 第5試合             14:40 　 シニア Ｈ  　　  浦和北高校 f d
第6試合 16 00 シニア Ⅰ Vｱﾘ ﾅ

14:20 Vｱﾘｰﾅ
15:40 浦和北高校 第6試合             16:00 　 シニア Ⅰ　　　　 Vｱﾘｰﾅ c e

第7試合 17 20 シ ア Ｊ Vｱﾘ ﾅ d f
15:40 浦和北高校

浦和北高校 第7試合             17:20 　 シニア  Ｊ  　 　　 Vｱﾘｰﾅ d f浦和北高校
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