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第36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29年7月28日（金）～  30日（日）  於　広島県広島市・呉市

一般Ａブロック          　　7月29日(土)     7月30日(日) 一般Ｂブロック        　　 7月29日(土)    7月30日(日)

    ＜広島県立総合体育館＞     ＜広島県立総合体育館＞

1 長野クラブ (長野) 9 ＣＯＬＯＲ (和歌山)

a1 e1
2 Hｏｋｕｌｅｉ (鳥取) a1 10

3 CHULＡ (佐賀) 11 フェニックス (宮崎)

b1 f1
4

Jumps (埼玉) b1
a5 c5

a4 a3 b4 b3
5 ＡＬＣＣ (茨城) 13

カントリーマム (愛知) 12 栃木オールスターズ (栃木)

熊本ママさん (熊本)

c1 a2
6 サプライズ (三重) 14 Ｆ．ＪＯＹ (岡山)

b5 d5
7 Ｇ－ＭＡＸ (長崎) a2 15

8 ヒマワリ (北海道) 16 SPRITZER (広島)

多治見エルクラブ (岐阜) b2
d1 b2

18 Petit Panda (滋賀) c1 26 KUJI飯mama

一般Ｃブロック        　　 7月29日(土)     7月30日(日) 一般Ｄブロック        　　 7月29日(土)    7月30日(日)

    ＜広島県立総合体育館＞     ＜広島県立総合体育館＞

17 清水西クラブ (静岡) 25 RETURNS (徳島)

d2

(岩手) d1
e5 a6

c2 a3

c4 c3 d4 d3
21 ブルーインズ・レッツ (埼玉) 29

b3
20 ままーず (福岡) 28 大黒天 (大阪)

19 砺波クラブｍａｍａ (富山) 27 With (群馬)

かつみクラブ (神奈川)

e2 c3
22 新居浜クラブ (愛媛) 30 六郷ママさん (秋田)

f5 b6
23 ＪＢＣ (千葉) c2 31

24 アゲインズ (兵庫) 32 新潟Mis (新潟)

すぷらうと (京都) d2
f2 d3

34 チェリーズ (山形) e1 42 レッドパンサー

一般Ｅブロック         　　 7月29日(土)     7月30日(日) 一般Ｆブロック        　　 7月29日(土)     7月30日(日)

    ＜広島県立総合体育館＞      ＜広島県立総合体育館＞

33 ＡＲＡＳＨＩ (大阪) 41 エンドレス (山口)

(山梨) f1
c6 e6

e3 c4

37 ウィメンズ★島根 (島根) 45

d4
36 あきれた会 (福井) 44 A＆G’S (宮城)

35 Cool de beauty (神奈川) 43 小松ＯＧ球子倶楽部 (石川)

f3

ならグリーン (奈良)

a4 e4

e4 e3 f4 f3

f6
39 花園クラブ (香川) e2 47 ＵＰＰＥＲＳ (青森) f2

38 MＹＣ (東京) 46 ハンプティ　ダンプティ (千葉)

d6

b4 f4
40 ダンボ (広島) 48 Marchin's (京都)
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◇試合時間 ◇コート

開場

第 1 試合

第 2 試合

第 3 試合

第 4 試合

第 5 試合

第 6 試合

◇その他 準決勝・決勝ともそれぞれの試合終了後、表彰式を行う。

50 HOPI　ZERO (神奈川) g1 58 ｃｂｃ　ｄａｓｈ

シニアＧブロック       　　7月29日(土)     7月30日(日) シニアＨブロック      　　 7月29日(土)     7月30日(日)

    ＜呉市総合体育館＞      ＜呉市総合体育館＞

49 ＦＵＮ (広島) 57 Biscuit2‘S (埼玉)

h1

(福岡) h1
g5 i5

g1 g2

g4 g3 h4 h3
53 Ｂｏｎｉｔａｓ　Ｒｉｓａ (茨城) 61

h2
52 キットカット (愛知) 60 BA２ (石川)

51 いーはとーぶ (岩手) 59 MARS (京都)

福島レディースシニア (福島)

i1 i2
54 グランマ上越 (新潟) 62 ジョニーズmama (神奈川)

h5 j5
55 フカガワQueen-X (長野) g2 63

56 Ｍ’ｓ藤花 (岡山) 64 エンドレス　ローズ (兵庫)

アダルト (山口) h2
j1 j2

66 だんだん・島根 (島根) i1 74 高崎クラブ

シニアＩブロック       　　　7月29日(土)   7月30日(日) シニアＪブロック       　　　7月29日(土)   7月30日(日)

     ＜呉市総合体育館＞      ＜呉市総合体育館＞

65 ビッグママ (静岡) 73 ブロッサム (和歌山)

h3

(群馬) j1
g6 i6

g3 g4

i4 i3 j4 j3
69 微魔女 (青森) 77

h4
68 ＲＪＣ (滋賀) 76 長野クラブシニア (長野)

67 ハンプティ　ダンプティS (千葉) 75 長崎県短OG (長崎)

かしわHOOP (千葉)

i3 i4
70 ヒーローズプリンセス (広島) 78 ランナーズ (福岡)

h6 j6
71 ZERO (大阪) i2 79

72 緑地クラブB (東京) 80 桜香コミックス (兵庫)

奈良グリーンシニア (奈良) j2
j3 j4

　全会場

7月29日（土）

8:20

9:00

10:15

11:30

12:45

14:00

15:15

7月30日（日）

8:20

9:00

10:15

11:30

12:45

a.b.c.d 広島県立総合体育館 大アリーナ

e.f 広島県立総合体育館 小アリーナ

g.h.i 呉市総合体育館 メインアリーナ

j 呉市総合体育館 サブアリーナ

2


