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北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 クィーンズ シニア 北海道河東郡音更町

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 VIVID 一般 北海道札幌市白石区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 FreshOnion 一般 北海道北見市

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 北空マミーズ 一般 北海道深川市

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 美幌クラブ 一般 北海道網走郡美幌町

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 ポテト 一般 北海道札幌市白石区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 FLIT 一般 北海道札幌市北区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 旭川ラビッツ 一般 北海道旭川市

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 シーズ 一般 北海道石狩市

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 アカシヤOG 一般 北海道札幌市西区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 シャルム 一般 北海道札幌市西区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 ＡＬＩＣＥ 一般 北海道札幌市北区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 メイプル 一般 北海道札幌市清田区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 オリーブ 一般 北海道恵庭市

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 FRESH 一般 北海道札幌市豊平区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 Ｂｅｅ’ｓ 一般 北海道札幌市白石区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 セラビ 一般 北海道札幌市豊平区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 MARBLE 一般 北海道恵庭市

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 にれ 一般 北海道札幌市厚別区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 spice 一般 北海道中川郡幕別町

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 ヒマワリ 一般 北海道札幌市北区

北海道 北海道家庭婦人バスケットボ−ル連盟 室蘭マーブル 一般 北海道室蘭市

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 西北五ＳＮＢＵ シニア 青森県五所川原市

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 アッパーズ シニア 青森県上北郡東北町

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 ＭＢＣ・シニア シニア 青森県青森市

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 ＷＩＮ八戸 シニア 青森県八戸市

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｓｗｉｔｃｈ 一般 青森県つがる市

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 Fun 一般 青森県弘前市

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 ＵＰＰＥＲＳ 一般 青森県上北郡東北町

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 ＭＢＣ・一般 一般 青森県青森市

東北 青森県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｓｅａ☆Ｃａｔｓ 一般 青森県八戸市

東北 岩手県ママさんバスケットボール連盟 北桐シニアーズ シニア 岩手県盛岡市

東北 岩手県ママさんバスケットボール連盟 いーはとーぶ シニア 岩手県滝沢市

東北 岩手県ママさんバスケットボール連盟 いちのせきマザーズ 一般 岩手県一関市

東北 岩手県ママさんバスケットボール連盟 奥州ﾏﾏ 一般 岩手県奥州市前沢区

東北 宮城県家庭婦人バスケットボール連盟 柏木クラブ 一般 宮城県仙台市泉区

東北 宮城県家庭婦人バスケットボール連盟 swish 一般 宮城県伊具郡丸森町

東北 秋田県ママさんバスケットボール連盟 田沢湖クラブ 一般 秋田県仙北市

東北 秋田県ママさんバスケットボール連盟 アットホームズ 一般 秋田県秋田市

東北 秋田県ママさんバスケットボール連盟 秋田すみれ 一般 秋田県秋田市

東北 秋田県ママさんバスケットボール連盟 六郷ママさん 一般 秋田県仙北郡美郷町

東北 秋田県ママさんバスケットボール連盟 弥生クラブ 一般 秋田県秋田市

東北 秋田県ママさんバスケットボール連盟 天王はまなす 一般 秋田県潟上市

東北 秋田県ママさんバスケットボール連盟 鹿花クラブ 一般 秋田県鹿角市

東北 秋田県ママさんバスケットボール連盟 能代レディース 一般 秋田県能代市

東北 山形県鶴岡地区家庭婦人連盟 ＯＧ会 シニア 山形県鶴岡市

東北 山形県山形地区家庭婦人連盟 さがえくらぶ 一般 山形県寒河江市

東北 山形県山形地区家庭婦人連盟 チェリーズ 一般 山形県山形市

東北 山形県山形地区家庭婦人連盟 尾浦 一般 山形県鶴岡市

東北 山形県置賜地区家庭婦人連盟 ママ・ジョーダンズ 一般 山形県米沢市

東北 福島県家庭婦人連盟（県南） 福島レディースシニア シニア 福島県福島市

東北 福島県家庭婦人連盟（会津） 葵クラブ 一般 福島県河沼郡湯川村

東北 福島県家庭婦人連盟（県南） 福島レディース 一般 福島県郡山市
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関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 ＲＥＳＣＵＥ シニア 茨城県日立市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｂｏｎｉｔａｓ　Ｒｉｓａ シニア 茨城県つくば市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 多賀リフレイン シニア 茨城県常陸太田市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｃｈｕｍｓ　Ｂｕｄｄｙ 一般 茨城県石岡市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 日立クラブサーティーズ 一般 茨城県日立市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｍ’ｓ 一般 茨城県つくば市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 ＢＯＳＥ 一般 茨城県取手市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 FUNNY'S 一般 茨城県常総市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 ＰＥＡＣＥ 一般 茨城県ひたちなか市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｌａｚｙ　Bones 一般 茨城県那珂市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 多賀ママクラブ 一般 茨城県水戸市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｊ．Ｄｒｅａｍ 一般 茨城県龍ヶ崎市

関東 茨城県家庭婦人バスケットボール連盟 Bonitas 一般 茨城県かすみがうら市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 マロニエM・C シニア 栃木県さくら市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 烏山ベリーズ シニア 栃木県那須烏山市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 雀クラブ 一般 栃木県宇都宮市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 EARLY 一般 栃木県真岡市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 烏山マミーズ 一般 栃木県那須烏山市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 足利クラブ 一般 栃木県足利市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 ＦＭＣ．ＡＱＵＡ 一般 栃木県日光市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 栃木オールスターズ 一般 栃木県宇都宮市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 Berry's  那須 一般 栃木県那須塩原市

関東 栃木県家庭婦人バスケットボール連盟 BBS 一般 栃木県小山市

関東 群馬県家庭婦人バスケットボール連盟 高崎エレガンス シニア 群馬県高崎市

関東 群馬県家庭婦人バスケットボール連盟 桐花クラブ㈼ シニア 群馬県みどり市

関東 群馬県家庭婦人バスケットボール連盟 クラブ太田 一般 群馬県太田市

関東 群馬県家庭婦人バスケットボール連盟 With 一般 群馬県伊勢崎市

関東 群馬県家庭婦人バスケットボール連盟 伊勢崎クラブ 一般 群馬県伊勢崎市

関東 群馬県家庭婦人バスケットボール連盟 MMC 一般 群馬県前橋市

関東 群馬県家庭婦人バスケットボール連盟 高崎クラブ 一般 群馬県高崎市

関東 群馬県家庭婦人バスケットボール連盟 館林クラブ 一般 群馬県館林市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 トパーズ シニア 埼玉県さいたま市西区

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 入間テンダース シニア 埼玉県入間市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 レッドペッパーズ シニア 埼玉県川越市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 浦和ピンキーポップ シニア 埼玉県さいたま市南区

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 Biscuit2‘S シニア 埼玉県川口市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 大宮オールスターズ 一般 埼玉県さいたま市見沼区

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 Jumps 一般 埼玉県加須市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 クッキー 一般 埼玉県上尾市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 草加クラブ 一般 埼玉県草加市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 越谷ＦＢＣ 一般 埼玉県越谷市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 川口ミルキー 一般 埼玉県吉川市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 マザーズ 一般 東京都板橋区

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 ハローＢＣ 一般 埼玉県北足立郡伊奈町

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 ダンク 一般 埼玉県さいたま市桜区

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 春日部KMC 一般 埼玉県春日部市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 DAISY 一般 埼玉県八潮市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 浦和ピンキーパンサー 一般 埼玉県さいたま市浦和区

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 上尾オリーブ 一般 埼玉県戸田市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 大宮とまと 一般 埼玉県さいたま市西区

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 サクセス 一般 埼玉県越谷市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 鴻巣HINA 一般 埼玉県北本市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 川口ABC 一般 埼玉県戸田市
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関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 ブルーインズ・レッツ 一般 埼玉県川口市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 朝霞パインズ 一般 埼玉県朝霞市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 Biscuit2 一般 埼玉県川口市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 新郷クラブ 一般 埼玉県川口市

関東 埼玉県家庭婦人バスケットボール連盟 入間テンダースB 一般 埼玉県入間市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 メイクラブ シニア 千葉県千葉市緑区

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 G M T シニア 千葉県千葉市若葉区

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 完我留 シニア 千葉県市川市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 Joy  Friends シニア 千葉県船橋市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 流山ファイブ シニア 茨城県取手市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 BELLES シニア 千葉県佐倉市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 Mother Goose シニア 千葉県船橋市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 ハンプティ　ダンプティS シニア 千葉県柏市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 船橋ペパーミント シニア 千葉県千葉市若葉区

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 JBC−SKY シニア 千葉県富里市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 小金原ＳＵＮ シニア 千葉県松戸市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 津田沼クラッシュMP シニア 千葉県千葉市花見川区

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 新松戸LINKS シニア 千葉県松戸市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 かしわHOOP シニア 千葉県柏市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 津田沼クラッシュ 一般 千葉県千葉市花見川区

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｂ．Ｔ．Ｆ 一般 千葉県千葉市若葉区

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 PEAMS 一般 千葉県市原市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 完我留ビッツ 一般 千葉県浦安市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 Beens 一般 千葉県君津市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 松戸レディス 一般 千葉県松戸市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 FBLC 一般 千葉県木更津市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 ＪＢＣ 一般 千葉県山武郡九十九里町

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 鎌ケ谷ファーストレディス 一般 千葉県鎌ケ谷市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 LEAP 一般 千葉県習志野市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 金曜クラブ 一般 千葉県柏市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 ハンプティ　ダンプティ 一般 千葉県鎌ケ谷市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 かしわクラブ 一般 千葉県柏市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 小金原レディス 一般 千葉県松戸市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 F.M.B.C. 一般 千葉県船橋市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 アメニティー 一般 茨城県神栖市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｍｏｔｈｅｒ　Ｇｏｏｓｅ　Ｎｅｏ 一般 千葉県船橋市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 常盤平レディス 一般 千葉県松戸市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 新松戸レディス 一般 千葉県松戸市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 BELLES DX 一般 千葉県四街道市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 流山ファイブ´ 一般 茨城県取手市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 とらいある 一般 千葉県成田市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 あけぼのピーナッツ 一般 千葉県我孫子市

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 ブラックガールズ 一般 東京都葛飾区

関東 千葉県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｊｏｙ　Ｆｒｉｅｎｄｓ　ｖｉｖ 一般 千葉県船橋市

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 MDT シニア 神奈川県川崎市麻生区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 緑地クラブB シニア 東京都世田谷区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 ダイアナ・パリス東京 シニア 東京都墨田区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 チーム福籠 一般 東京都大田区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 ザ・マザーズ弥生 一般 東京都板橋区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 原宿ベアーズ 一般 東京都豊島区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 NBC 一般 東京都新宿区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 キャッツアイ 一般 東京都八王子市

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 めばえクラブ 一般 東京都港区
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関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 Ｔｗｅｎｔｙ-two 一般 東京都中野区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 緑地クラブA 一般 東京都世田谷区

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 デレッターズママ 一般 東京都西東京市

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 シャルマン 一般 東京都町田市

関東 東京都家庭婦人バスケットボール連盟 TDM 一般 東京都町田市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｈａｒｍｏｎｙ シニア 神奈川県足柄上郡大井町

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 Bloom シニア 神奈川県平塚市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 TGI HOPI シニア 神奈川県横浜市港南区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 HOPI　Ｃａｐｅｌｌａ シニア 神奈川県横浜市港南区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 ジョニーズmama シニア 神奈川県横浜市瀬谷区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 レディースファイヤー シニア 神奈川県藤沢市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｊ’ｓクラブ シニア 神奈川県横浜市西区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 BaABa-C シニア 神奈川県横須賀市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 オッズクラブ シニア 神奈川県平塚市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 Be.Remix シニア 神奈川県座間市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 JET 一般 神奈川県横浜市港北区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 HOPI　ZERO 一般 神奈川県横浜市港南区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 HOPI　TーREX 一般 神奈川県横浜市港南区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 クラッチ 一般 神奈川県横浜市都筑区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 ジョニーズ 一般 神奈川県横浜市瀬谷区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 レッドスターズ 一般 神奈川県横浜市泉区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｚest 一般 神奈川県藤沢市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 Remix 一般 神奈川県相模原市南区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 ＶＩＯＬＡ 一般 神奈川県横浜市旭区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 湘南ローズ 一般 神奈川県茅ヶ崎市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 Sugar 一般 神奈川県小田原市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 ＢａＡＢａ 一般 神奈川県横須賀市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 ラディッシュ 一般 神奈川県足柄上郡山北町

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 J's Do 一般 神奈川県横浜市港北区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 ザズ 一般 神奈川県藤沢市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 かつみクラブ 一般 神奈川県横浜市泉区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 KALEIDOSCOPE 一般 神奈川県厚木市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 キャロット 一般 神奈川県小田原市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 ＳＣＲＡＴＣＨ 一般 神奈川県横須賀市

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 ウィンク 一般 神奈川県川崎市宮前区

関東 神奈川県家庭婦人バスケットボール連盟 Bloom wish 一般 神奈川県平塚市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 レッドパンサーシニア シニア 山梨県富士吉田市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 南アルプスＭＢＣ 一般 山梨県南アルプス市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 昭和MBC 一般 山梨県甲府市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 レッドパンサー 一般 山梨県富士吉田市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 甲府MBC 一般 山梨県甲府市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 山梨ＭＢＣ 一般 山梨県山梨市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 韮崎ラッキーＭams 一般 山梨県甲府市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 韮花クラブ 一般 山梨県北杜市

関東 山梨県家庭婦人バスケットボール連盟 笛吹ローズ 一般 山梨県笛吹市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 長野クラブシニア シニア 長野県長野市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 松本クラブシニア シニア 長野県松本市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 ケイジャーママシニア シニア 長野県上田市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 佐久クラブ・シニア シニア 長野県上田市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 飯田シニア シニア 長野県飯田市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 フカガワQueen-X シニア 長野県松本市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 長野クラブ 一般 長野県千曲市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 ケイジャーママ 一般 長野県上田市
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北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 須坂クラブ 一般 長野県須坂市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 松本クラブ 一般 長野県安曇野市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 長野BIS 一般 長野県長野市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 ユニーク 一般 長野県塩尻市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 ＩＩＤＡ．ｍ 一般 長野県飯田市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 東桑クラブB 一般 長野県上田市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 ＭＢＣ・クッキーズ 一般 長野県安曇野市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 スワ・レイカーズママ 一般 長野県伊那市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 岡谷レディース 一般 長野県岡谷市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 東クラブ 一般 長野県諏訪郡富士見町

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 フカガワQueen 一般 長野県松本市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 佐久クラブ 一般 長野県上田市

北信越 長野県家庭婦人バスケットボール連盟 ＫＩＢＢ 一般 長野県伊那市

北信越 新潟県家庭婦人バスケットボール連盟 新潟シニア シニア 新潟県柏崎市

北信越 新潟県家庭婦人バスケットボール連盟 黒埼アクエリアス 一般 新潟県新潟市西区

北信越 新潟県家庭婦人バスケットボール連盟 柏崎クラブOG 一般 新潟県柏崎市

北信越 新潟県家庭婦人バスケットボール連盟 上越ママ 一般 新潟県上越市

北信越 新潟県家庭婦人バスケットボール連盟 十日町ママ 一般 新潟県十日町市

北信越 新潟県家庭婦人バスケットボール連盟 新潟Mis 一般 新潟県新潟市西区

北信越 新潟県家庭婦人バスケットボール連盟 白陵クラブ 一般 新潟県佐渡市

北信越 富山県家庭婦人バスケットボール連盟 ROYU倶楽部 シニア 富山県富山市

北信越 富山県家庭婦人バスケットボール連盟 砺波クラブｍａｍａ 一般 富山県砺波市

北信越 石川県家庭婦人バスケットボール連盟 VIVA石川 シニア 石川県能美市

北信越 石川県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｍｏｓｑｕｉｔｏｅｓ シニア 石川県加賀市

北信越 石川県家庭婦人バスケットボール連盟 チームＡＲＩＴＡ シニア 石川県金沢市

北信越 石川県家庭婦人バスケットボール連盟 小松ＯＧ球子倶楽部 一般 石川県小松市

北信越 石川県家庭婦人バスケットボール連盟 WEED 一般 石川県金沢市

北信越 石川県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｂｅｅ 一般 石川県金沢市

北信越 石川県家庭婦人バスケットボール連盟 NECソフトウェア北陸 一般 石川県野々市市

北信越 石川県家庭婦人バスケットボール連盟 BA２ 一般 石川県野々市市

北信越 FUKUIレディースバスケットボール連盟 あきれた会 一般 福井県坂井市

東海 岐阜県家庭婦人バスケットボール連盟 多治見エルクラブ 一般 岐阜県多治見市

東海 岐阜県家庭婦人バスケットボール連盟 JUMPINGANTS 一般 岐阜県美濃市

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ＥＮＤＬＥＳＳ シニア 静岡県浜松市西区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ビッグママ シニア 静岡県静岡市葵区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ＪＫＰ．Ｂ．Ｃ シニア 静岡県浜松市中区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ぬまづＷＩＮＫＳ シニア 静岡県沼津市

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 メリーズ シニア 静岡県島田市

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 蘭友ママ シニア 静岡県静岡市葵区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 浜松ＭＢＣ 一般 静岡県浜松市東区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 新居クラブ 一般 静岡県湖西市

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ダイワ 一般 静岡県静岡市駿河区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ＳＥＩＫＡ 一般 静岡県静岡市駿河区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ＦＲＥＥ 一般 静岡県浜松市南区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 MS． 一般 静岡県静岡市葵区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｔ．ＣＬＵＢ 一般 静岡県沼津市

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 藤枝南ＰＬＵＭＡＤＥ 一般 静岡県藤枝市

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 清水西クラブ 一般 静岡県静岡市清水区

東海 静岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ＳＡＭ 一般 静岡県焼津市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 フライデーバニラ シニア 愛知県豊田市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 フライデーズ シニア 愛知県半田市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 ＴＯＹＯＴＡ ＳＵＮ ＳＰ シニア 愛知県豊田市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 キットカット シニア 愛知県岡崎市
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東海 愛知女性バスケットボール連盟 サラダボール シニア 愛知県刈谷市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 豊川マミーズ シニア 愛知県豊川市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 蒲郡ママ１９８５ シニア 愛知県蒲郡市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 フライデー 一般 愛知県豊田市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 カントリーマム 一般 愛知県安城市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 ＴＯＹＯＴＡ ＳＵＮ 一般 愛知県豊田市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 ＪＥＳＳ 一般 愛知県春日井市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 エンジェルス 一般 愛知県豊橋市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 ラブＭ 一般 愛知県名古屋市緑区

東海 愛知女性バスケットボール連盟 江南ドリーム 一般 愛知県江南市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 Witches 一般 愛知県名古屋市天白区

東海 愛知女性バスケットボール連盟 蒲郡ママ 一般 愛知県蒲郡市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 キットカットベリー 一般 愛知県岡崎市

東海 愛知女性バスケットボール連盟 サラダボール　プチ 一般 愛知県刈谷市

東海 三重県家庭婦人バスケットボール連盟 サプライズ 一般 三重県桑名市

東海 三重県家庭婦人バスケットボール連盟 キラーズ 一般 三重県桑名市

東海 三重県家庭婦人バスケットボール連盟 名張バスケットボールクラブ 一般 三重県名張市

近畿 滋賀県女性バスケットボール連盟 ＲＪＣ 一般 滋賀県栗東市

近畿 滋賀県女性バスケットボール連盟 カンガルー 一般 滋賀県草津市

近畿 滋賀県女性バスケットボール連盟 甲賀クラブ 一般 滋賀県甲賀市

近畿 滋賀県女性バスケットボール連盟 若葉クラブ 一般 滋賀県野洲市

近畿 滋賀県女性バスケットボール連盟 びわこクラブ 一般 滋賀県守山市

近畿 滋賀県女性バスケットボール連盟 ｐｌｕｍｅ 一般 滋賀県大津市

近畿 京都女性バスケットボール連盟 ＬＯＶＥＬＹ京都 シニア 京都府京都市北区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 ＭＩＸ京都 シニア 京都府城陽市

近畿 京都女性バスケットボール連盟 さつきくらぶ シニア 京都府綾部市

近畿 京都女性バスケットボール連盟 チームO.K 一般 京都府亀岡市

近畿 京都女性バスケットボール連盟 F．VIGOROUS 一般 京都府福知山市

近畿 京都女性バスケットボール連盟 ポットベリー 一般 京都府京都市山科区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 Marchin's 一般 京都府京都市伏見区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 Caspers 一般 京都府京都市中京区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 MARS 一般 京都府宇治市

近畿 京都女性バスケットボール連盟 Ｂ★ＬＩＫＥ 一般 京都府京田辺市

近畿 京都女性バスケットボール連盟 HARRODS 一般 京都府京都市右京区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 Full Hands 一般 京都府京都市伏見区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 Ｂ．Ｄａｓｈ 一般 京都府京都市左京区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 Ｍａｍｍｙ’ｓ　Ｂｅｅ 一般 京都府京都市北区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 すぷらうと 一般 京都府京都市伏見区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 Colorful 一般 京都府京都市伏見区

近畿 京都女性バスケットボール連盟 One☆bee 一般 京都府宇治市

近畿 京都女性バスケットボール連盟 ワイルド　ビジョンズ 一般 京都府京都市右京区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 ＪＯＹＯ　ＣＬＵＢ シニア 兵庫県姫路市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 オーバンズ シニア 大阪府富田林市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 ばすまーず 一般 大阪府八尾市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 浜寺ＰＩＮＥＧＲＯＶＥ 一般 大阪府堺市堺区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 大黒天 一般 兵庫県宝塚市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 マミーズ 一般 大阪府東大阪市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 ラマーズ 一般 大阪府東大阪市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 DONKS 一般 大阪府堺市北区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 オリーブ 一般 大阪府堺市東区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 ZERO 一般 大阪府堺市西区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 亜仁麻留 一般 大阪府岸和田市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 ohana 一般 大阪府大阪市浪速区
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近畿 大阪女性バスケットボール連盟 ＡＲＡＳＨＩ 一般 大阪府池田市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 池田さつきクラブ 一般 大阪府吹田市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 ミセス・ドルフィンズ 一般 大阪府大阪市東淀川区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 デイジーダック 一般 大阪府貝塚市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 オンマーズ 一般 大阪府大阪市東成区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 はんなあず 一般 大阪府羽曳野市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 B.B.Cジェイズ 一般 大阪府門真市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 G.peace 一般 大阪府吹田市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 るーちゅ 一般 大阪府大阪市此花区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 Happiness 一般 大阪府泉南市

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 chou chou 一般 大阪府大阪市鶴見区

近畿 大阪女性バスケットボール連盟 WEED 一般 大阪府泉大津市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 西播磨ドリーム シニア 兵庫県姫路市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 ビッグママ’S シニア 大阪府大阪市淀川区

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 エンドレス　ローズ シニア 兵庫県三田市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 FINE シニア 兵庫県西宮市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 WINK シニア 兵庫県加古郡稲美町

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 西神 ママドルS シニア 兵庫県神戸市西区

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 桜香コミックス シニア 兵庫県川西市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 アゲインズPLUS シニア 兵庫県神戸市中央区

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 cz&purple シニア 兵庫県三田市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 芦屋シーサイド 一般 兵庫県西宮市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 西神ママドル 一般 兵庫県神戸市西区

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 Ｆｕｎｎｙゴールド 一般 兵庫県南あわじ市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 ＴＭＣ 一般 兵庫県明石市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 ビッグママ 一般 大阪府大阪市淀川区

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 Ｈｉｍｅ　Ｇ！ 一般 兵庫県姫路市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 リトルパンダ 一般 兵庫県神戸市北区

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 アゲインズ 一般 兵庫県神戸市兵庫区

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 エンドレス 一般 大阪府箕面市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 桜香クラブ 一般 兵庫県川西市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 CZ倶楽部 一般 兵庫県三田市

近畿 兵庫県女性バスケットボール連盟 ラウンド 一般 兵庫県尼崎市

近畿 奈良県女性バスケットボール連盟 奈良グリーンシニア シニア 奈良県天理市

近畿 奈良県女性バスケットボール連盟 橿原ＡＳＵＫＡ 一般 奈良県磯城郡田原本町

近畿 奈良県女性バスケットボール連盟 ならグリーン 一般 大阪府吹田市

近畿 奈良県女性バスケットボール連盟 香芝女子バスケットボールクラブ 一般 奈良県北葛城郡上牧町

近畿 奈良県女性バスケットボール連盟 WISH 一般 奈良県北葛城郡上牧町

近畿 奈良県女性バスケットボール連盟 Think rich 一般 奈良県葛城市

近畿 和歌山県女性バスケットボール連盟 KBBS シニア 和歌山県紀の川市

近畿 和歌山県女性バスケットボール連盟 ブロッサム 一般 和歌山県岩出市

近畿 和歌山県女性バスケットボール連盟 BABY　CHICK 一般 和歌山県有田郡広川町

近畿 和歌山県女性バスケットボール連盟 Ｌｏtuｓ 一般 和歌山県田辺市

近畿 和歌山県女性バスケットボール連盟 ＣＯＬＯＲ 一般 和歌山県紀の川市

中国 鳥取県ママさんバスケットボール連盟 ＢＦＵ’ｓ シニア 鳥取県鳥取市

中国 鳥取県ママさんバスケットボール連盟 ｈｏｋｕｌｅｉ 一般 鳥取県米子市

中国 島根県ウィメンズバスケットボール連盟 だんだん・島根 シニア 島根県松江市

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 M's岡山 シニア 岡山県岡山市東区

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 OKAYAMA☆CHO シニア 岡山県津山市

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 Ｗｉｓｈ 一般 岡山県岡山市中区

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 友遊クラブ 一般 岡山県岡山市北区

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 カラーズ 一般 岡山県総社市

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 Ｆ．ＪＯＹ 一般 岡山県倉敷市
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中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 B★JOKER 一般 岡山県岡山市南区

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 NO　SWEET 一般 岡山県赤磐市

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 Bell'S 一般 岡山県岡山市南区

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 倉敷藤花 一般 岡山県倉敷市

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 鶴山CHO 一般 岡山県津山市

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 Cat's 一般 岡山県岡山市北区

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 なでしこ 一般 岡山県岡山市南区

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 マザーズ 一般 岡山県玉野市

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 Ｒ 一般 岡山県岡山市南区

中国 岡山県ママさんバスケットボール連盟 KAIT 一般 岡山県井原市

中国 広島県家庭婦人バスケットボール連盟 ｓｐｅｒｋｌｅｒ シニア 広島県広島市西区

中国 広島県家庭婦人バスケットボール連盟 ＪＯＹＪＯＹクラブ シニア 広島県広島市西区

中国 広島県家庭婦人バスケットボール連盟 広島女学院クラブ 一般 広島県広島市安佐北区

中国 広島県家庭婦人バスケットボール連盟 ダンボ 一般 広島県安芸郡海田町

中国 広島県家庭婦人バスケットボール連盟 コスモス 一般 広島県安芸郡府中町

中国 広島県家庭婦人バスケットボール連盟 ローズスター福山 一般 広島県福山市

中国 広島県家庭婦人バスケットボール連盟 ＦＵＮ 一般 広島県広島市安佐北区

中国 広島県家庭婦人バスケットボール連盟 SPRITZER 一般 広島県広島市南区

中国 山口県ママさんバスケットボール連盟 アダルト シニア 山口県宇部市

中国 山口県ママさんバスケットボール連盟 SILKY シニア 山口県宇部市

中国 山口県ママさんバスケットボール連盟 ミッキーズ 一般 山口県防府市

中国 山口県ママさんバスケットボール連盟 エンドレス 一般 山口県光市

中国 山口県ママさんバスケットボール連盟 岐陽クラブ 一般 山口県周南市

中国 山口県ママさんバスケットボール連盟 マミーズ 一般 山口県周南市

中国 山口県ママさんバスケットボール連盟 Ｒ／Ｔ 一般 山口県山陽小野田市

四国 徳島県家庭婦人バスケットボール連盟 眉峰バスケットボールクラブ シニア 徳島県吉野川市

四国 徳島県家庭婦人バスケットボール連盟 RETURNS 一般 徳島県名西郡石井町

四国 徳島県家庭婦人バスケットボール連盟 TEKETEKEクラブ 一般 徳島県名西郡石井町

四国 香川県家庭婦人バスケットボール連盟 丸亀スカッシュクラブ シニア 香川県丸亀市

四国 香川県家庭婦人バスケットボール連盟 花園クラブ 一般 香川県高松市

四国 愛媛県家庭婦人バスケットボール連盟 新居浜クラブ 一般 愛媛県新居浜市

四国 愛媛県家庭婦人バスケットボール連盟 ＭＡＲＪＵ 一般 愛媛県宇和島市

四国 高知県家庭婦人バスケットボール連盟 KHKゴクローサンクラブ シニア 高知県四万十市

四国 高知県家庭婦人バスケットボール連盟 ENJOY シニア 高知県高知市

四国 高知県家庭婦人バスケットボール連盟 高知はちきん 一般 高知県南国市

四国 高知県家庭婦人バスケットボール連盟 南海ＯＧ 一般 高知県高知市

四国 高知県家庭婦人バスケットボール連盟 ＣＯＬＯＲＳ 一般 高知県高知市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 MBC シニア 福岡県門司区

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 アクティブ シニア 福岡県宗像市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 宗像レディース シニア 福岡県宗像市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ｃｂｃ　ｄａｓｈ シニア 福岡県春日市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ままーず 一般 福岡県宗像市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ウイングスＺ 一般 福岡県筑紫野市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｍｉｅｕｘ　Ｓｉｅｒｒａ 一般 福岡県福津市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ＴＨＥＭ　４Ｈ 一般 福岡県北九州市戸畑区

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ランナーズ 一般 福岡県筑紫野市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 Ren´s 一般 福岡県春日市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 WELLENKRAFT 一般 福岡県北九州市八幡西区

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 カラータイマーズ 一般 福岡県小郡市

九州 福岡県家庭婦人バスケットボール連盟 ノンシャラン 一般 福岡県福岡市城南区

九州 佐賀県ママさんバスケットボール連盟 鳥栖クラブ 一般 佐賀県鳥栖市

九州 長崎県家庭婦人バスケットボール連盟 TEAM−VERSUS 一般 長崎県大村市

九州 長崎県家庭婦人バスケットボール連盟 AS-ONE 一般 長崎県西彼杵郡長与町
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九州 長崎県家庭婦人バスケットボール連盟 Thurs-B 一般 長崎県佐世保市

九州 長崎県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｇ−ＭＡＸ 一般 長崎県長崎市

九州 長崎県家庭婦人バスケットボール連盟 諫早クラブ 一般 長崎県諫早市

九州 長崎県家庭婦人バスケットボール連盟 Ｎ−ＤＥＥＰＳ 一般 長崎県長崎市

九州 熊本県家庭婦人バスケットボール連盟 熊本ママさん 一般 熊本県熊本市

九州 宮崎県家庭婦人バスケットボール連盟 ｃｒｅｍｅ 一般 宮崎県宮崎市


