
№ 略称 チーム名 № 略称 チーム名

1 泉野 泉野ミニバスケットボールクラブ 1 石崎 石崎ミニバスケットボールクラブ

2 大根布 内灘大根布ミニバスケットボール教室 2 泉野 泉野ミニバスケットボールクラブ

3 内灘北部 内灘北部ミニバスケットボール教室 3 井上 井上ワイルドキャッツＪｒ

4 向粟崎 内灘向粟崎ミニバスケットボール教室 4 宇出津 宇出津ミニバスケットボールクラブ

5 宇ノ気 宇ノ気ミニバスケットボールクラブ 5 内灘ビ 内灘ビージュニア

6 押野 押野イエローコメッツ 6 大浦 大浦ハニービーミニバスケットボールクラブ

7 加賀 加賀ミニバスケットボールクラブ 7 押野 押野ゴールデンウィンズ

8 金沢諸江 金沢諸江ベルテックス 8 加賀 加賀ミニバスケットボールクラブ

9 木曳野 木曳野ミニバスケットボールクラブ 9 北浅野 金沢北浅野ミニバスケットボールクラブ

10 鞍月 鞍月ソルジャーズ 10 かほく かほくミニバスケットボール教室

11 小坂 小坂ミニバスケットボールクラブ 11 鞍月 鞍月HoneybeeStars☆

12 小松南部 小松南部ミニバス教室 12 小松南部 小松南部ミニバス教室

13 小松 小松ミニバスケットボール教室 13 小松 小松ミニバスケットボール教室

14 志賀 志賀ミニバスケットボールクラブ 14 松南 松南ドルフィンスポーツ少年団

15 松南 松南ドルフィンスポーツ少年団 15 菅原 菅原ミニバスケットボールクラブ

16 菅原 菅原ミニバスケットボールクラブ 16 珠洲Ｅ 珠洲ＥＡＳＴ

17 すず すずミニバスケットボール教室 17 珠洲Ｗ 珠洲ＷＥＳＴ

18 西南部 西南部ミニバススポーツ少年団 18 西南部 西南部ＭＢＣ

19 大徳 大徳男子ミニバスケットボールクラブ 19 大徳 大徳ミニバスケットボールクラブ

20 田上 田上ミニバスケットボールクラブ 20 田上 田上ミニバスケットボールクラブ

21 館野 館野ミニバスケットボールクラブ 21 館野 館野ミニバスケットボールクラブ

22 辰口 辰口ミニバスケットボールクラブ 22 辰口 辰口ミニバスケットボールクラブ

23 田鶴浜 田鶴浜ヒート 23 田鶴浜 田鶴浜クレーンズ

24 千代野 千代野ミニバスケットボールスポーツ少年団 24 ＴＭＢ Team TMB

25 津幡オ 津幡オーサンズ 25 千代野 千代野ミニバスケットボールスポーツ少年団

26 津幡ビ 津幡ビーンズ 26 津幡ス 津幡スワンズＭＢＣ

27 鶴来 鶴来ミニバスケットボール教室 27 鶴来 鶴来ミニバスケットボール教室

28 寺井 寺井ミニバスケットボールクラブ 28 寺井 寺井ダイヤモンドフィエット

29 鳥越 鳥越ミニバスケットボールクラブ 29 富樫 富樫ミニバスケットボールクラブ

30 中海 中海ミニバスケットボールクラブ 30 鳥越 鳥越ミニバスケットボールクラブ

31 中島 中島ミニバスケットボールクラブ 31 中島 中島ミニバスケットボールクラブ

32 中能登 中能登フェニックス 32 中能登 中能登ミニバスケットボールクラブ

33 七尾 七尾ブルドッグ 33 七尾 七尾ブルドッグ

34 七塚 七塚ミニバスケットボール教室 34 額 額ブルーサンダーズ

35 額 額ブルーサンダーズ 35 根上 根上女子ミニバスケットボールクラブ

36 根上 根上ミニバスケットボールクラブ 36 野々市 野々市ミニバスケットボールクラブ

37 能登香島 能登香島ミニバスケットボールクラブ 37 羽咋 羽咋ホワイトウイングミニバスケットボールクラブ

38 野々市 野々市ミニバスケットボールクラブ 38 宝達 宝達ミニバスケットボールクラブ

39 羽咋 羽咋サンダーミニバスケットボールクラブ 39 北陽 北陽ミニバスケットボールスポーツ少年団

40 花園 花園ミニバスケットボールスポーツ少年団 40 松任 松任マジックベアーズ

41 伏見台 伏見台ジョーカーズ 41 美川 美川ミニバスケットボールクラブ

42 宝達 宝達ミニバスケットボールクラブ 42 御園 御園ミニバスケットボールクラブ

43 北陽 北陽男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 43 三和 三和ミニバスケットボールクラブ

44 美川 美川ミニバスケットボールクラブ 44 森本 森本ビーグルズ

45 御園 御園ミニバスケットボールクラブ 45 山代 山代バスケットボールクラブ

46 三和 三和ミニバスケットボールクラブ 46 弥生 弥生ＭＢＣ

47 森山 森山メープルズ 47 芦城 芦城ミニバスケットボールクラブ

48 弥生 弥生ＭＢＣ 48 輪島 輪島レッドイーグルス

49 米丸 米丸ＭＢＣ

50 ワイルド ワイルドキッズバスケットボールクラブ （H30.4.5_10:00現在）

＜男子＞ ＜女子＞
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