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第33回全国ママさんバスケットボール交歓大会 組合せ表第33回全国ママさんバスケットボール交歓大会　組合せ表
平成26年7月25日（金）～27日（日） 於 新潟県佐渡市平成26年7月25日（金）～27日（日）  於　新潟県佐渡市

一般Aブロック 7月26日(土) 7月27日(日) 一般Ｂブロック 7月26日(土) 7月27日(日)般Aブロック                            　7月26日(土)      7月27日(日) 般Ｂブロック                            　7月26日(土)      7月27日(日)

＜両津総合体育館＞ ＜両津総合体育館＞ ＜両津総合体育館＞ ＜両津総合体育館＞＜両津総合体育館＞ ＜両津総合体育館＞ ＜両津総合体育館＞ ＜両津総合体育館＞

1 新潟Mis （新潟） 9 佐久クラブ （長野）
敗者戦 敗者戦

1 新潟Mis （新潟） 9 佐久クラブ （長野）

a1 a2
1 10 ＵＰＰＥＲＳ （青森）

a1 a2
2 M hi ' b1（京都） a1 10 ＵＰＰＥＲＳ （青森）2 Marchin's b1

5 b5
（京都）

a5 b5

３位決定戦 ３位決定戦
3 ＢＯＳＥ （茨城） 11 小松ＯＧ球子倶楽部 （石川）

３位決定戦 ３位決定戦
（茨城） 小松 球子倶楽部 （石川）

b1 b2
マザーズ （埼玉）

b1 b2
4 ＦＲＥＥ （静岡） 12

a4 a3 b4 b3
マザーズ （埼玉）4 ＦＲＥＥ （静岡） 12

a4 a3 b4 b3
5 エンドレス （兵庫） 13 HOPI T REX （神奈川）5 エンドレス （兵庫） 13 HOPI　TーREX （神奈川）

3 4a3 a4
ズ プ ズ

敗者戦 敗者戦
（三重）6 チェリーズ （山形） 14 サプライズ

敗者戦 敗者戦
b6a6 b6a6

7 津田沼クラッシュ （千葉） a2 15 奥州ﾏﾏ （岩手） b2
b3

7 津田沼クラッシュ （千葉） a2 15

b4
奥州ﾏﾏ （岩手） b2

b3 b4
（大阪） 16 デレッタ ズママ8 大黒天 （東京）（大阪） 16 デレッターズママ8 大黒天 （東京）

般Ｃブロ ク 7月26日(土) 7月27日(日) 般Dブロ ク 7月26日(土) 7月27日(日)一般Ｃブロック                           　7月26日(土)   　  7月27日(日) 一般Dブロック                           　7月26日(土)   　  7月27日(日)

＜市立両津中学校＞ ＜市立両津中学校＞ ＜市立両津中学校＞ ＜市立両津中学校＞

17 砺波クラブ （富山） 25 上越ママ （新潟）
敗者戦 敗者戦

17 砺波クラブｍａｍａ （富山） 25 上越ママ （新潟）
敗者戦 敗者戦

c2c1
18 金曜クラブ （千葉） c1 26 いちのせきマザーズ （岩手） d118 金曜クラブ （千葉） c1 26 いちのせきマザ ズ （岩手） d1

c5 d5
19 ポットベリー （京都） 27 Ｔ ＣＬＵＢ （静岡）

c5 d5

３位決定戦 ３位決定戦
19 ポットベリー （京都） 27 Ｔ．ＣＬＵＢ （静岡）

d1 d2
３位決定戦 ３位決定戦

（群馬）

d1 d2
伊勢崎クラブ か みクラブ （神奈川）（群馬）20 伊勢崎クラブ 28 かつみクラブ （神奈川）

c4 c3 d4 d3
ZERO （大阪）

c4 c3 d4 d3
21 Ｆｕｎｎｙゴールド 29（兵庫） ZERO （大阪）

c3 c4

21 Ｆｕｎｎｙゴ ルド 29（兵庫）

（埼玉）

c3 c4 
22 韮崎ラッキーＭams （山梨） 30 川口ミルキー

敗者戦 敗者戦
（埼玉）22 韮崎ラッキーＭams （山梨） 30 川口ミルキー

d6c6
敗者戦 敗者戦

アゲイ ズ （兵庫） d2
d6c6

カガ （長野） 2 アゲインズ （兵庫） d223 フカガワQueen （長野） c2 31

d4 d3
24 緑地クラブA （東京） 32 ザ・マザーズ弥生 （東京）24 緑地クラブA （東京） 32 ザ マザ ズ弥生 （東京）

一般Eブロック 7月26日(土) 7月27日(日) 一般Ｆブロック 7月26日(土) 7月27日(日)般Eブロック                           　7月26日(土)   　  7月27日(日) 般Ｆブロック                           　7月26日(土)   　  7月27日(日)

＜市立金井中学校＞ ＜市立金井中学校＞ ＜市立金井中学校＞ ＜市立金井中学校＞＜市立金井中学校＞ ＜市立金井中学校＞ ＜市立金井中学校＞ ＜市立金井中学校＞

33 多治見エルクラブ （岐阜） 41 江南ドリーム （愛知）
敗者戦 敗者戦

e2
33 多治見エルクラブ （岐阜） 41 江南ドリーム （愛知）

e1
者戦 者戦

e2
F ll H d （京都） 1 TDM （東京） f1

e1
34 Full Hands （京都） e1 42 TDM （東京） f1

e5 f5

３位決定戦 ３位決定戦
（千葉） 43 白陵クラブ （新潟）35 完我留ビッツ

３位決定戦 ３位決定戦
（千葉） 43 白陵クラブ （新潟）35 完我留ビッツ

f1 f2
（大阪） 44 Ｊ Ｄｒｅａｍ （茨城）

f1 f2
36 ＡＲＡＳＨＩ （大阪） 44 Ｊ．Ｄｒｅａｍ （茨城）

e4 e3 f4 f3

36 ＡＲＡＳＨＩ

37 松本クラブ （長野） 45 亜仁麻留 （大阪）

e4 e3 f4 f3
37 松本クラブ （長野） 45 亜仁麻留 （大阪）

e3 e4

敗者戦 敗者戦
38 Ｌａｚｙ　Bones （茨城） 46 KALEIDOSCOPE （神奈川）

敗者戦 敗者戦
38 Ｌａｚｙ　Bones （茨城） 46 KALEIDOSCOPE

f6e6
（神奈川）

松戸レディス （千葉） f2
f6e6

39 J’s Do （神奈川） e2 47 松戸レディス （千葉） f239 J’s Do （神奈川） e2 47

f3 f4f3 f4
ブ40 ラウンド （兵庫） 48 長野クラブ （長野）長 長
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シニアGブロック 7月26日(土) 7月27日(日) シニアＨブロック 7月26日(土) 7月27日(日)シニアGブロック                          　7月26日(土)   　  7月27日(日) シニアＨブロック                         　7月26日(土)    　 7月27日(日)

＜相川体育館＞ ＜相川体育館＞ ＜相川体育館＞ ＜相川体育館＞＜相川体育館＞ ＜相川体育館＞ ＜相川体育館＞ ＜相川体育館＞

49 船橋ペパーミント （千葉） 57 高崎エレガンス （群馬）
敗者戦 敗者戦

g2
49 船橋ペパーミント （千葉） 57 高崎エレガンス （群馬）

g1
敗者戦 敗者戦

g2
松本ク ブシ （長野） 1 はと ぶ （岩手） h1

g1
50 松本クラブシニア （長野） g1 58 いーはとーぶ （岩手） h1g

h5g5

位決定戦 位決定戦

h5
51 入間テンダース （埼玉） 59 津田沼クラッシュMP （千葉）

g5

３位決定戦 ３位決定戦
51 入間テンダ ス

h1 h2
（埼玉） 59 津田沼クラッシュMP （千葉）

h1 h2
52 福島レディースシニア （福島） 60 桜香コミックス （兵庫）

4 3 h4 h3

52 福島レディースシニア （福島） 60 桜香コミックス （兵庫）

g4 g3 h4 h3
53 宗像レディース （福岡） 61 ダイアナ・パリス東京 （東京）

g3 g4
54 マロニエM・C （栃木） 62 奈良グリーンシニア （奈良）

g3 g4

敗者戦 敗者戦
54 マロニエM・C （栃木） 62 奈良グリーンシニア

h6g6
（奈良）

佐久クラブ シ ア （長野） h2
h6g6

55 ＭＢＣ シ ア （青森） 2 63 佐久クラブ・シニア （長野） h255 ＭＢＣ・シニア （青森） g2 63

h3 h4
56 Bloom （神奈川） 64 TGI HOPI （神奈川）56 Bloom （神奈川） 64 TGI HOPI （神奈川）

シニアＩブロック                          　7月26日(土)  　    7月27日(日) シニアJブロック                          　7月26日(土)    　  7月27日(日)シニアＩブロック                          　7月26日(土)  　    7月27日(日) シニアJブロック                          　7月26日(土)    　  7月27日(日)

＜市立新穂中学校＞ ＜市立新穂中学校＞ ＜市立新穂中学校＞ ＜市立新穂中学校＞＜市立新穂中学校＞ ＜市立新穂中学校＞ ＜市立新穂中学校＞ ＜市立新穂中学校＞

65 緑地クラブB （東京） 73 OKAYAMA☆CHO （岡山）
敗者戦 敗者戦

i2
65 緑地クラブB （東京） 73 OKAYAMA☆CHO （岡山）

i1 i2
66 VIVA石川 （石川） i1 74 浦和ピンキ ポップ （埼玉） j1

i1

j5
66 VIVA石川 （石川） i1 74 浦和ピンキーポップ （埼玉） j1

i5 j5
デ づ

i5

３位決定戦 ３位決定戦
67 レディースファイヤー （神奈川） 75 ぬまづＷＩＮＫＳ （静岡）

３位決定戦 ３位決定戦
j1 j2j1 j2

68 西播磨ドリーム （兵庫） 76 BaABa-C （神奈川）

i4 i3 j4 j3
68 西播磨ドリ ム （兵庫） 76 BaABa C （神奈川）

69 長野クラブシニア （長野） 77 ROYU倶楽部 （富山）

i4 i3 j4 j3
69 長野クラブシニア （長野） 77 ROYU倶楽部 （富山）

i3 i4
0 かしわHOOP （千葉） 8 G M T （千葉）

i3 i4

敗者戦 敗者戦
70 かしわHOOP （千葉） 78 G M T （千葉）

敗者戦 敗者戦
j6i6

71 Ｂｏｎｉｔａｓ　Ｒｉｓａ （茨城） i2 79 （愛知） j2
j

豊川マミーズ71 Ｂｏｎｉｔａｓ　Ｒｉｓａ （茨城） i2 79

j3 j4
（愛知） j2豊川マミ ズ

j3
72 新潟シニア

j4
（新潟） 80 アダルト （山口）72 新潟シニア （新潟） 80 アダルト （山口）

◇コート 【一般】 a ・ b 両津総合体育館 佐渡市梅津2343-1◇コート　　　【一般】   a ・ b ： 両津総合体育館 佐渡市梅津2343-1

c ・ d ： 市立両津中学校 佐渡市加茂歌代1449c  d ： 市立両津中学校 佐渡市加茂歌代1449

市立金井中学校 佐渡市金井新保乙e ・ f ： 市立金井中学校 佐渡市金井新保乙40市 井中学校 佐渡市 井新保

【シニア】 g ・ h ： 相川体育館 佐渡市相川栄町1          　     【シニア】 g ・ h ： 相川体育館 佐渡市相川栄町1

i ・ j ： 市立新穂中学校 佐渡市新穂瓜生屋719 i ・ j ： 市立新穂中学校 佐渡市新穂瓜生屋719

◇試合時間 7月27日（日）7月26日（土）◇試合時間 7月27日（日）7月26日（土）

8:30第 1 試合 9:00 8:30

9 50

第 1 試合 9:00

第 2 試合 10 20 9:50第 2 試合 10:20

11:10第 3 試合 11:40 11:10第 3 試合 11:40

12:30第 4 試合 13:00 12:30

第 5 試合 14 20

第 4 試合 13:00

第 5 試合 14:20

第 6 試合 15:40第 6 試合 15:40
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