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第3４回全国ママさんバスケットボール交歓大会 組合せ表第3４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27年7月2４日（金）～2６日（日） 於 北海道札幌市平成27年7月2４日（金）～2６日（日）  於　北海道札幌市

一般Aブロック 7月25日(土) 7月26日(日) 一般Ｂブロック 7月25日(土) 7月26日(日)般Aブロック                      　7月25日(土)      7月26日(日) 般Ｂブロック                     　7月25日(土)      7月26日(日)

1 桜香クラブ (兵庫) 9 ＵＰＰＥＲＳ (青森)
敗者戦 敗者戦

1 桜香クラブ (兵庫) 9 ＵＰＰＥＲＳ (青森)

a7 a8a7 a8
2 C l d b t (神奈川) 2 10 i (北海道) 22 Cool de beauty (神奈川) a2 10 spice (北海道) e2

1 1a1 e1

３位決定戦 ３位決定戦
3 ブルーインズ・レッツ (埼玉) 11 ＢＯＳＥ (茨城)

３位決定戦 ３位決定戦
ブル インズ レッツ (埼玉) (茨城)

b8b7 b8
4 One☆bee (京都) 12 多治見エルクラブ (岐阜)

b7
4 One☆bee (京都) 12 多治見エルクラブ (岐阜)

a3 f3 b3 e3
5 ＪＢＣ (千葉) 13

a3 f3 b3 e3
MMC (群馬)5 ＪＢＣ (千葉) 13 MMC (群馬)

7 8
ブ

c7 c8

敗者戦 敗者戦
6 A＆G’S (宮城) 14 ブロッサム (和歌山)

敗者戦 敗者戦
f1b1

7 ＡＲＡＳＨＩ (大阪) b2 15 清水西クラブ (静岡) f2
f1b1

d8
7 ＡＲＡＳＨＩ (大阪) b2 15

d7
清水西クラブ (静岡) f2

d8d7
8 デレッタ ズママ (東京) 16 倉敷藤花 (岡山)8 デレッターズママ (東京) 16 倉敷藤花 (岡山)

般Ｃブロ ク 7月25日(土) 7月26日(日) 般Dブロ ク 7月24日(金) 7月25日(土)一般Ｃブロック                      　7月25日(土)      7月26日(日) 一般Dブロック                      　7月24日(金)      7月25日(土)

17 ヒマワリ (北海道) 25 サプライズ (三重)
敗者戦 敗者戦

17 ヒマワリ (北海道) 25 サプライズ (三重)
敗者戦 敗者戦

e7 a3
18 レッドパンサー (山梨) c2 26 キャッツアイ (東京) c218 レッドパンサ (山梨) c2 26 キャッツアイ (東京) c2

c1 c4c1 c4
19 佐久クラブ (長野) 27 びわこクラブ (滋賀)

３位決定戦 ３位決定戦
19 佐久クラブ (長野) 27 びわこクラブ (滋賀)

f7 b3
３位決定戦 ３位決定戦

ＦＵＮ (広島) だんだん 島根

f7 b3
(島根)20 ＦＵＮ (広島) 28 だんだん・島根 (島根)

c3 d3 c6 f6c3 d3 c6 f6
砺波クラブｍａｍａ (富山) 29 かつみクラブ (神奈川)21

e8
砺波クラブｍａｍａ (富山) 29 かつみクラブ (神奈川)

c3

21

e8 c3
22 ハンプティ ダンプティ (千葉) 30 鹿花クラブ (秋田)

敗者戦 敗者戦
22 ハンプティ　ダンプティ (千葉) 30 鹿花クラブ (秋田)

d1 d4
敗者戦 敗者戦

d1 d4
亜仁麻留 (大阪) d2 チ リ ズ (山形) d223 亜仁麻留 (大阪) d2 31 チェリーズ (山形) d2

f8 d3
24 アカシヤOG (北海道) 32 Ｌａｚｙ Bones (茨城)24 アカシヤOG (北海道) 32 Ｌａｚｙ　Bones (茨城)

一般Eブロック 7月24日(金) 7月25日(土) 一般Ｆブロック 7月24日(金) 7月25日(土)般Eブロック                      　7月24日(金)      7月25日(土) 般Ｆブロック                      　7月24日(金)      7月25日(土)

33 Marchin's (京都) 41 新居クラブ (静岡)
敗者戦 敗者戦

33 Marchin s (京都) 41 新居クラブ (静岡)

a4 e3
者戦 者戦

a4 e3
F M B C (千葉) 2 かしわクラブ (千葉) 234 F.M.B.C. (千葉) e2 42 かしわクラブ (千葉) a2

e4 a4

３位決定戦 ３位決定戦
35 いちのせきマザーズ (岩手) 43 朝霞パインズ (埼玉)

３位決定戦 ３位決定戦
35 いちのせきマザ ズ (岩手) 43 朝霞パインズ (埼玉)

f3b4 f3
36 Biscuit2 (埼玉) 44 G peace (大阪)

b4
36 Biscuit2 (埼玉) 44 G.peace (大阪)

d6 e6 b6 a6
37 Fl (北海道) 45

d6 e6 b6 a6
HOPI T REX (神奈川)37 Flower (北海道) 45 HOPI　TーREX (神奈川)

c4 e4

敗者戦 敗者戦
38 蒲郡ママ (愛知) 46 カントリーマム (愛知)

敗者戦 敗者戦
38 蒲郡ママ (愛知) 46 カントリ マム (愛知)

b4f4
39 エンドレス (兵庫) f2 47 Ｂ★ＬＩＫＥ (京都) b2

b4f4

f4
39 エンドレス (兵庫) f2 47

d4
Ｂ★ＬＩＫＥ (京都) b2

f4d4
ガ40 Ｂｅｅ (石川) 48 フカガワQueen (長野)長
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シニアGブロック 7月24日(金) 7月25日(土) シニアＨブロック 7月24日(金) 7月25日(土)シニアGブロック                    　7月24日(金)      7月25日(土) シニアＨブロック     　            　7月24日(金)      7月25日(土)

49 桐花クラブⅡ (群馬) 57 セラビS (北海道)
敗者戦 敗者戦

49 桐花クラブⅡ (群馬) 57 セラビS (北海道)

a1 a2
敗者戦 敗者戦

a1 a2
はと ぶ (岩手) 1 奈良グリ シ (奈良) 150 いーはとーぶ (岩手) e1 58 奈良グリーンシニア (奈良) c1

e3 c3

位決定戦 位決定戦

e3 c3
51 Ｍｏｓｑｕｉｔｏｅｓ (石川) 59 MDT (東京)

３位決定戦 ３位決定戦
51 Ｍｏｓｑｕｉｔｏｅｓ (石川) 59 MDT (東京)

b1 b2
52 フライデーバニラ (愛知) 60 ＷＩＮ八戸

b1 b2
(青森)52 フライデーバニラ (愛知) 60 ＷＩＮ八戸

d5 5 5 f5

(青森)

d5 e5 c5 f5
ブ グ柏木クラブM (宮城) 61 グランマ上越 (新潟)53

c1 c2c1 c2
54 MARS (京都) 62 多賀リフレイン (茨城)

敗者戦 敗者戦
54 MARS (京都) 62 多賀リフレイン (茨城)

f3 d3f3 d3
55 マロ エM C (栃木) f1 63 ＪＫＰ Ｂ Ｃ (静岡) d155 マロニエM・C (栃木) f1 63 ＪＫＰ．Ｂ．Ｃ (静岡) d1

d1 d2
56 ｓｐｅｒｋｌｅｒ (広島) 64 福島レディースシニア (福島)56 ｓｐｅｒｋｌｅｒ (広島) 64 福島レディ スシニア (福島)

シニアＩブロック         　          　7月24日(金)      7月25日(土)シニアＩブロック         　          　7月24日(金)      7月25日(土)

65 フカガワQueen-X (長野)
敗者戦

65 フカガワQueen X (長野)

e1e1
66 OKAYAMA☆CHO (岡山) 1

3
66 OKAYAMA☆CHO (岡山) a1

a3

３位決定戦
67 桜香コミックス (兵庫)

３位決定戦
f1f1

68 ハンプティ　ダンプティS (千葉)68 ハンプティ　ダンプティS (千葉)

b5 a5b5 a5
69 Bloom (神奈川)

2
69 Bloom (神奈川)

e2
0 ZERO (大阪)

敗者戦
70 ZERO (大阪)

敗者戦
b3

71 Biscuit2‘S (埼玉) b1
f2

71 Biscuit2 S (埼玉) b1

72 Dam's (福岡)

f2
72 Dam's (福岡)

◇コート a ・b ・c ・d ：北海道立総合体育センター（北海きたえーる） メインコート◇コート　　　a ・b ・c ・d   ：北海道立総合体育センター（北海きたえーる）　　メインコート 

e ・f ： 〃 サブコート　　　　　　　　e f            ：　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サブコ ト

◇試合時間 7月25日（土）7月2４日（金） 7月26日（日）◇試合時間 7月25日（土）7月2４日（金） 7月26日（日）

8:50第 1 試合 14:00 9:008:50第 1 試合 14:00

第 試合

9:00

10:05 10:15第 2 試合 15:15

11 20第 3 試合 16:30 11:30

第 試合

11:20第 3 試合 16:30 11:30

12:35第 4 試合 17:45 12:35第 4 試合 17:45

第 13:50第 5 試合 13:50

15 10

第 5 試合

第 6 試合 15:10第 6 試合

16:30第 7 試合 16:30第 7 試合

17:45第 8 試合 17:45第 8 試合

2


