2018年6月13日

横浜市ミニバスケットボール連盟 第２８回かもめリーグ大会参加チーム一覧
< 女 子 >
№ ブロック
チーム名
1 中部 一本松ミニバスケットボールクラブ
2 中部 権太坂ミニバスケットボールクラブ
3 中部 鶴ヶ峰本町ミニバスケットボール
4 中部 AMBC星川
5 中部 今宿ミニバスケットボールクラブ
6 中部 帷子ミニバスケットボールクラブ
7 中部 北方ミニバスケットボールクラブ
8 中部 左近山ミニバスケットボールクラブ
9 中部 さちが丘ミニバスケットボールクラブ
10 中部 新桜ヶ丘チェリーズ
11 中部 瀬戸ヶ谷ミニバスケットボールクラブ
12 中部 瀬谷第二ラプターズ
13 中部 瀬谷リアルスターズ
14 中部 大門ミニバスケットボールクラブ
15 中部 東急白根ミニバスケットボールクラブ
16 中部 中白根ミニバスケットボールクラブ
17 中部 初音が丘ミニバスケットボ－ルクラブ
18 中部 原・三ツ境ミニバスケットボールクラブ
19 中部 二ツ橋ミニバス
20 中部 本宿西部ミニバスケットクラブ
21 中部 宮谷ミニバスケットクラブ
22 中部 山元ミニバスケットボールクラブ
23 中部 若竹ミニバスケットボールクラブ
24 中部 若葉台ミニバスケットボールクラブ
25 中部 上白根ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
26 南部 磯子ミニバスケットボールクラブ
27 南部 港南台ミニバスケットボールクラブ
28 南部 サンライズミニバスケットボールクラブ
29 南部 汐見台ﾎﾟｼﾌﾞﾙ
30 南部 富岡ミニバスケットボールクラブ
31 南部 トリニティー井土ヶ谷
32 南部 並木ミニバスケットボールクラブ
33 南部 藤の木ポラリス
34 南部 六浦南ペガサス
35 南部 六ツ川ミニバス
36 南部 洋光台ミニバスケットボールクラブ
37 南部 横浜ファイブエース
38 南部 金沢88
39 南部 桜岡ダイナマイトキッズミニバスケットボールクラブ
40 南部 野庭ミニバスケットボールクラブ
41 北部 JAZZミニバスケットボールクラブ
42 北部 いぶき野ミニバスケットボールクラブ
43 北部 荏田南フレンズ
44 北部 片倉ミニバスケットボールクラブ（ミッキー）
45 北部 鴨志田緑ミニバスケットボールクラブ
46 北部 鉄ミニバスケットボールクラブ女子
47 北部 駒岡ミニバスケットボールクラブ
48 北部 新吉田ブレイバーズ
49 北部 田奈バスケットボールクラブ
50 北部 十日市場ミニバスケットボールクラブ
51 北部 西寺尾第二ミニバスケットボールクラブ（WINGS）
52 北部 東本郷ミニバスケットボールクラブ
53 北部 三ッ沢ファイヤーフライ
54 北部 レッズ宮前ミニバスケットボールクラブ
55 北部 六角橋フォルティッシモ
56 北部 二谷ＴＷＩＧＳミニバスケットボールクラブ
57 西部 ヤベダン・ジャンピング・フロッグス
58 西部 汲沢ミニバスケットボールクラブ
59 西部 原宿スピリッツ
60 西部 戸塚ミニバスケットボールクラブ
61 西部 桜井バニーズミニバスケットボールクラブ
62 西部 小雀スパローズ
63 西部 西本郷TAG
64 西部 大坂台ミニバスケットボールクラブ
65 西部 中田ミニバスケットボールクラブ
66 西部 中和田ミニバスケットボールクラブ
67 西部 東汲沢ミニバスケットボールクラブ
68 西部 東中田レッドブレイバーズ
69 西部 柏尾ミニバスケットボールクラブ
70 西部 飯田ペイサーズ
71 西部 飯島ミニバスケットボールクラブ
72 西部 平戸高層ミニバス
73 西部 和泉ミニバスケットボールクラブ
女子については前回提出の資料に対して
・集計漏れのため１チーム追加
・人数割れにより1チーム減少
これにより±0なので、73チーム参加は変わりません。

< 男 子 >
№ ブロック
チーム名
1 中部 帷子ミニバスケットボールクラブ
2 中部 北方ミニバスケットボールクラブ
3 中部 さちが丘ミニバスケットボールクラブ
4 中部 新桜ケ丘ミニバスケットボールクラブ
5 中部 瀬戸ヶ谷ミニバスケットボールクラブ
6 中部 大門ミニバスケットボールクラブ
7 中部 都岡ミニバスケットボールクラブ
8 中部 鶴ヶ峰本町ミニバスケットボールクラブ
9 中部 鶴ヶ峰ミニバスケットボールクラブ
10 中部 原・三ツ境ミニバスケットボールクラブ
11 中部 二ツ橋ミニバス
12 中部 山元ミニバスケットボールクラブ
13 中部 若竹ミニバスケットボールクラブ
14 中部 若葉台ダンクス
15 中部 大原北ミニバスケットボールクラブ
16 中部 権太坂ミニバスケットボールクラブ
17 中部 山手中華ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
18 中部 横浜もとまちミニバスケットボールクラブ
19 中部 上白根ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
20 中部 川井ミニバスケットボールクラブ
21 南部 石川ミニバスケットボールクラブ
22 南部 磯子ミニバスケットボールクラブ
23 南部 井土ヶ谷ミニバス
24 南部 港南台ミニバスケットボールクラブ
25 南部 さわの里ソサエティＪｒ.
26 南部 汐見台ﾎﾟｼﾌﾞﾙ
27 南部 富岡ミニバスケットボールクラブ
28 南部 並木ミニバスケットボールクラブ
29 南部 六浦南ペガサス
30 南部 横浜ファイブエース
31 南部 金沢88
32 南部 桜岡ダイナマイトキッズミニバスケットボールクラブ
33 南部 野庭ミニバスケットボールクラブ
34 北部 もえぎ野ミニバスケットボールクラブ
35 北部 JAZZミニバスケットボールクラブ
36 北部 YAMASHITA
37 北部 いぶき野ミニバスケットボールクラブ
38 北部 荏田南フレンズ
39 北部 鴨志田緑ミニバスケットボールクラブ
40 北部 鉄ミニバスケットボールクラブ
41 北部 新吉田ブレイバーズ
42 北部 すみれレイカーズ
43 北部 田奈バスケットボールクラブ
44 北部 十日市場ミニバスケットボールクラブ
45 北部 西寺尾第二ミニバスケットボールクラブ（WINGS）
46 北部 三ッ沢ファイヤーフライ
47 北部 山田BOYSミニバスケットボールクラブ
48 北部 谷本ウォリアーズミニバスケットボールクラブ
49 北部 レッズ宮前ミニバスケットボールクラブ
50 北部 中山ジュニアバスケットボールクラブ
51 北部 長津田第二ミニバスケットボールクラブ
52 北部 片倉MBC（ライナーズ）
53 西部 SPRING SKY DOLPHINS
54 西部 ビッグハリケーン
55 西部 汲沢ミニバスケットボールクラブ
56 西部 桜井バニーズミニバスケットボールクラブ
57 西部 小雀スパローズ
58 西部 深谷バスケットボールクラブ
59 西部 西本郷TAG
60 西部 大坂台ミニバスケットボールクラブ
61 西部 大正ミニバスケットボールクラブ
62 西部 中田ミニバスケットボールクラブ
63 西部 中和田ミニバスケットボールクラブ
64 西部 柏尾ミニバスケットボールクラブ
65 西部 飯田ペイサーズ
66 西部 飯島ミニバスケットボールクラブ
67 西部 平戸高層ミニバス
68 西部 豊田ミニバスケットボールクラブ
69 西部 矢部アローズ
男子については変更ありません。

