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大会期日・会場

【男子・女子　予選　1．2日日】
平成31年　2月　2日（土）

男子　絡陸大田市山吹運動公田体育館
平成31年　2月　3日（日）

女子　高萩市高萩市民体育館

【男子・女子準決／決勝　3日目】
平成31年　2月10日（日）

日立市久慈サンピア日立体育館

特別協賛
㈱日量メディックス

㈱ケーブルテレビJWAY
茨城巣　県北ミニバスケットボール連盟
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平成30年度　ひたっち・ケーブルテレ薗WAY杯

第31回　県北ミニバスケットボール選手権大会

県北地区大会要項
ミニバスケットボールを通して、県北地区（日立地区／北茨城・高萩地区／常陸太田地区）

少年少女の親睦・交流を深めるとともに、技術の向上を図り、合わせて児童の心身の育成と
ミニバスケットボールの普及と発展に寄与することをねらいとする。

県北ミニバスケットボール連盟

日立市スポーツ少年団　ミニバスケットボール連絡協議会

ケーブルテレビJWAY

日宣メディックス（ひたっち）

・平成31年2月2日（土）．3日（日）【男女予選】

高萩市民体育館、山吹体育館
・平成31年2月10日（日）【男女決勝】

久慈サンピア日立　体育館

・集合・準備　　　　8：00　　　　※開会式省略

・代表者会議　　　　8：30一

・第1試合　　　　　9‥00～　　　※次の試合は前試合終了10分後に開始します。

（1）平成30年度スポーツ安全協会保険に指導者、選手ともに加入済みのチームとする。

（2）組み合せ代表者会議の当日に参加手続きを済ませたチーム。

※選手登録10人未満は参加可とするが5人未満は参加不可。

1チーム：2，000円（組み合せ代表者会議時に納入2019／l／12（土））

（1）県北選手権県北大会を参考とし上位チームをシードとする。以下フリー抽選。

（2）組み合せ・審判・オフィシャル・コミッショナーは、別途連絡。

（1）チーム：優勝、準優勝、3位のチームを表彰する。
（2）個　人：優勝、準優勝、3位チーム全員にメダル。

4位チーム以下の参加チーム各1名に敢闘賞を表彰する。

※敢闘賞の授与は予選日の終了後に各会場で行います。

競技規則は日本バスケットボール協会発行のミニバスケットボール競技規則および
「県北ミニバスケットボール連盟大会競技規則説明」を適用する。

（1）対戦方式は、原則トーナメント戦方式とする。

（2）試合時間は、予選日：5分クオーター制　決勝日：6分クオーター制

（ハーフタイムは両日とも5分）

（3）後半終了後、両チームの得点が同じ場合は、延長戦を行う。延長戦は1回3分間の

延長時限を必要な回数だけ行う。各延長時限では後半と同じバスケットを攻撃する。

また、各延長時限の前に2分間、間をおく。

タイム・アウトは、各延長時限に両チームに1回ずつのタイム・アウトが認められる。

（4）ベンチは組み合わせ番号の若いチームが、オフィシャル席に向かって右側、
ユニフォームは白色を着用する。

（5）ベンチは、選手15名以内、コーチl名、アシスタントコーチ2名、マネージャ1名、

の19名以内とする。この中にJBA公認コーチ1名以上を同席させる。

（公認コーチは、IDカードを提示出来るようにすること）

（6）ディフェンスは、マンツーマンディフェンス基準規則による。

ー1－



12その他

（7）コミッショナーを配置する。

（指名コミッショナーと大会当日、代表者会議時に割振りを発表する）

（8）オフィシャルを行うチームの指導者は、必ず1名オフィシャル席に入りTO主任となる。

（1）大会の参加にあたっては、チーム責任において参加すること。又、必ず各選手の保護者
の承諾を得ること。

（2）インフルエンザへの対応は、茨城県ミニバスケットボール連盟の
「新型・季節性インフルエンザに係わる出場自粛基準」に準ずること。

（3）選手の健康診断は各チームの責任において実施すること。またチームにおいて応急処置
のできる物を用意すること。

（4）エントリーは（参加の申し込み・選手登録）、連盟指定の方法により連盟指定日までに
行うこと。エントリー後の変更は、原則として認めない。しかし、怪我ややむを得ない

事情に限り、当該選手と登録外選手との入れ替え及び追加登録は可能とする。
（5）JBA公認コーチをベンチスタッフに登録すること。

（平成30年度、JBA公認コーチ受講者及び受講中を含む）

（6）各チームは必ず審判・コミッショナー員を帯同すること。その際、審判員は審判ウェアー

及びワッペンを着用すること。

（7）各会場の準備、片付け等は、参加全チームで取り組んで下さい。

（8）開会式は行わない。（審判割当表、TO割当表に基づき運営にご協力お願います）
（9）各会場の準備、片付け等は、参加全チームで取り組んで下さい。
（10）体育館の使用については会場の規定に従う。特に上履きと下履きの区別と持ち物の

整理と管理を十分にし、ゴミは各自持ち帰ること。

（ll）駐車場は、他施設・地域住民の方々に迷惑のかからないように、ルールを守ること。

（12）選手やチーム関係者の競技中または大会中の事故や障害及び疾病（感染症）について
（15）二日目以降に残れなかったチーム及び関係者も県北ミニバス発展のために、

観戦・審判・コミッショナー講習等へ参加して下さい。

＜緊急病院案内＞
・緊急医療情報コントロールセンター（029－241－4199）

・日立総合病院（0294－23－1111）

【大会役員】
◎日宣メディックス　　　　上金　健一

◎ケーブルテレビJWAY　左子　幸治

◎県北ミニバスケットボール連盟

会　　長

副　会　長

顧　　問

参　　与

大会実行委員長
大会実行副委員長

【競技役員】
総務委員会

総務委員長
総務副委員

審判委員会
審判委員長
審判副委員

広報委員会
広報委員長
広報副委員

コミッショナー委員会

コミッショナー委員長

コミッショナー副委員

高橋
西野

関

鈴木
佐藤
梶山

荷見　和美
長谷liI淑美

三本木篤史
宮下　智明

田村　耕司
勝沼　邦明

根本　淳史
町田　朝幸

吉田　尚史
長谷川　書生　　佐川　秀次
阿部　幸江

競技委員会
競技委員長　杉内　洋之
競技副委員　河野　瑞　　　軍司　正信

TO委員会

TO委員長　大野　卓美
TO副委員　松下　等

U12選考委員会

選考委員　廣木　一繁　　長谷jII淑美
会計委員会

会計委員長　鈴木　治子
会計委員　　廣木　一繁

監事　　　　　今野　浩
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2/2（土） C・Dコート（山吹運動公園体育館）
2/3（日） C・Dコート（山吹運動公園体育館）

E・Fコート（高萩市民体育館）

2/10（日) A・Bコート（久慈サンピア日立）
1．　9：00～ 女子準決勝
2．10：30～　男子準決勝

★ 12：00～　県オールスターゲーム出場選手紹介

3．13：00～　女子決勝　3位決定戦

4．14：20～　男子決勝　3位決定戦

★ 15：30～　閉会式

2/10（日）

2/3（日）
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《　平成30年度　　ひたっち ｘ ケーブルテレビＪＷＡＹ　杯　》
《　第31回大会　県北ミニバスケットボール選手権大会　組合せ　》

男子の部

3決

A3 13:00～

C4 C5

8

《男子決勝トーナメント》

会場　久慈サンピア日立

3決
2/2（土）：山吹運動公園体育館　　C,Dコート

7 坂本

9

ＭC2位 ＭB1位 MC1位

北茨高萩地区

日立地区ＭＡ1位

日立地区

日立地区

十王

日
立
地
区

北
茨
高
萩
地
区

A1 9:00～ B2 9:00～

中
郷

6 7 8

北
茨
高
萩
地
区

常
陸
太
田
地
区

日
立
地
区

日
立
地
区

常
陸
太
田
地
区

B3
13:00～

女子の部

会場　久慈サンピア日立

C3D1D2

C1

常
北
Ａ
Ｎ
Ｇ

Ｅ

Ｌ
Ｓ

C2

大
沼

13

D4

16

F1

5
Ａ
Ｔ
・
Ｓ
Ｔ

Ａ

Ｒ
Ｓ

大
久
保

金
沢

十
王

高
萩
東
・
松
岡

D3

11

日
立
地
区

北
茨
高
萩
地
区

E2 F2

C
u
o
r
e

北

茨
城

金
砂
郷

常
陸
太
田
地
区

2 31

1大久保

日立地区

H.SUNS 2

常陸太田地区

北茨高萩地区

日立地区

2/2（土）：山吹運動公園体育館　　Cコート
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2月2日（土）　男子予選トーナメント（5分/4Q）

会場本部責任者　： 河野　瑞

審判責任者　： 三本木　篤史

コミッショナー責任者　： 根本　淳史

試合 時間 ｵﾌｨｼｬﾙ

C1 9:00 (男子） 大久保 - H.SUNS 中郷 中郷 十王

C2 10:00 (男子） 坂本 - 十王 大久保

C3 11:00 (男子） H.SUNS - 中郷 十王

C4 12:00 (男子） C2勝ち - D2勝ち H.SUNS

C5 13:00 (男子） 大久保 - 中郷 坂本

試合 時間 ｵﾌｨｼｬﾙ

D1 9:00 (男子） FIGHTERS - 日立籠球 水木 水木 池の川

D2 10:00 (男子） 高萩東・松岡 - 池の川 FIGHTERS

D3 11:00 (男子） 日立籠球 - 水木 高萩東・松岡

D4 12:00 (男子） C2負け - D2負け 日立籠球

D5 13:00 (男子） FIGHTERS - 水木 池の川

前試合両チーム

〃

〃

〃

※コミッショナーは当日朝公示

※コミッショナーは当日朝公示

対戦チーム 審　判 コミッショナー

　《山吹運動公園体育館　Dコート》

〃

《　平成30年度　　第31回　県北ミニバスケットボール選手権大会　組合せ　》

審判・ＴＯ・コミッショナー割当表

対戦チーム 審　判 コミッショナー

前試合両チーム

〃

〃

　《山吹運動公園体育館　Cコート》会場管理者・チーム （西野　博文・Ｈ．ＳＵＮＳ） 
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2月3日（日）　女子予選トーナメント（5分/4Q）

会場本部責任者　： 杉内　洋之

審判責任者　： 大野　卓美

コミッショナー責任者　： 軍司　正信

試合 時間 ｵﾌｨｼｬﾙ

E1 9:00 (女子） 十王 - 高萩東・松岡 金沢 金沢 中郷

E2 10:10 (女子） 金沢 - 中郷 高萩東・松岡

E3 11:20 (女子） E1勝ち - F1勝ち 中郷

E4 12:30 (女子） E2勝ち - F2勝ち 十王

試合 時間 ｵﾌｨｼｬﾙ

F1 9:00 (女子） ＡＴ・ＳＴＡＲＳ - 大久保 宮田 金砂郷 宮田

F2 10:10 (女子） 金砂郷 - 宮田 AT・STARS

F3 11:20 (女子） E1負け - F1負け 金砂郷

F4 12:30 (女子） E2負け - F2負け 大久保

会場本部責任者　： 飯島　淳

審判責任者　： 宮下　智明

コミッショナー責任者　： 町田　朝幸

試合 時間 ｵﾌｨｼｬﾙ

C1 9:00 (女子） 常北 - 大沼 池の川 常陸太田SUNS 池の川

C2 10:10 (女子） 常陸太田ＳＵＮＳ - 池の川 大沼

C3 11:20 (女子） C1勝ち - 坂本 常陸太田SUNS

C4 12:30 (女子） C2勝ち - D2勝ち 常北

C5 13:20 (女子） D1勝ち - C3勝ち Cuore北茨城

試合 時間 ｵﾌｨｼｬﾙ

D1 9:00 (女子） あおいJr. - 水木 坂本 Cuore北茨城 里美

D2 10:10 (女子） Cuore北茨城 - 里美 水木

D3 11:20 (女子） C1負け - D1負け 里美

D4 12:30 (女子） C2負け - D2負け あおいJr

コミッショナー

前試合両チーム

前試合両チーム

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　《山吹運動公園体育館　Dコート》

対戦チーム 審　判

対戦チーム 審　判 コミッショナー

　《山吹運動公園体育館　Cコート》会場管理者・チーム （飯島　淳・あおいＪｒ） 

前試合両チーム

〃

※コミッショナーは当日朝公示

※コミッショナーは当日朝公示

※コミッショナーは当日朝公示

　《高萩市民体育館　Eコート》会場管理者・チーム （鈴木　治子・AT・STARS） 

《　平成30年度　　第31回　県北ミニバスケットボール選手権大会　組合せ　》

審判・ＴＯ・コミッショナー割当表

〃

※コミッショナーは当日朝公示

対戦チーム 審　判 コミッショナー

前試合両チーム

指名審判or前試合両チーム

　《高萩市民体育館　Fコート》

対戦チーム 審　判 コミッショナー
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2月10日（日）　男女 準決　決勝　（6分/4Ｑ）

競技責任者 ：杉内　洋之

審判責任者 ：三本木　篤史

TO責任者 ：大野　卓美

コミッショナー責任者 ：根本　淳史

試合 時間 ｵﾌｨｼｬﾙ

A1 9:00 (女子） 1～4勝ち - 5～8勝ち A2両チーム

A2 10:30 (男子） MA1位 - MC2位 前試合負 〃 〃

A3 13:00 (女子） A1勝ち - B1勝ち 〃 〃 〃

A4 14:20 (男子） A2勝ち - B2勝ち 〃 〃 〃

試合 時間 ｵﾌｨｼｬﾙ

B1 9:00 (女子） 9～12勝ち - 13～17勝ちB2両チーム

B2 10:30 (男子） MB1位 - MC1位 前試合負 〃 〃

B3 13:00 (女子） A1負け - B1負け 〃 〃 〃

B4 14:20 (男子） A2負け - B2負け 〃 〃 〃

●『８：００集合・準備　８：３０代表者会議　９：００第一試合開始』　※試合時間は予定通り次の試合を開始します。

●第１試合のオフィシャルは第２試合の両チームが行う。

　 ※朝の代表者会議時、TO委員と両チーム指導者でオフィシャルの作業分断を行う。

●審判割当は朝の代表者会議で発表されます。

指名審判 指名コミッショナー

12：00～県オールスターゲーム出場選手紹介

指名審判 指名コミッショナー

12：00～県オールスターゲーム出場選手紹介

対戦チーム 審　判 コミッショナー

 《久慈サンピア日立　Bコート》

《　平成30年度　　第31回　県北ミニバスケットボール選手権大会　組合せ　》

審判・ＴＯ・コミッショナー割当表

 《久慈サンピア日立　Aコート》会場管理者・チーム （男子MA１位） 

対戦チーム 審　判 コミッショナー
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舞上字 チーム名 ��FlGHTERS ��〕eA－ID �ス禦少田をID 

452035281 �08129021 

コーチ ��根　本　　淳　史 ��500259235 �08K17837 

A〟コーチ1 ��宮　島　　植　樹 ��508570352 �08K19458 

A，コーチ2 ��槌　本　　松　司 ��503515353 �08K19183 

マネージャー ��小　杉　山　　綾　子 �� � 

No． �鱒書9 �i手氏名 �学年 �市立 �小字繊名 

1 �4 �田　中　渉　哉 �6 �高萩市立 �松岡 

2 �5 �草　野　損　太 �6 �北茨城市立 �平潟 
3 �6 �小　杉　山　優 �6 �高萩市立 �高萩 
4 �7 �一　　°　　　→〇　・一二 �5 �北茨城市立 �中郷第一 

5 �8 �小　林　病　聯 �5 �高萩市立 �松岡 
6 �9 �副書雄；　　　　－ �4 �北茨城市立 �中郷第－ 

7 �10 �佐　藤　電　波 �4 �北茨城市立 �精華 

8 �11 �黒　瀧　柚　稀 �4 �高萩市立 �高萩 
9 �12 �大　井　川　細　心 �3 �北茨城市立 �精華 

10 �13 �鈴木　富　士　掬 �2 �北茨城市立 �関南 
11 �14 �，　詰看音音巨i音厭・ �l �北茨城市立 �精華 

12 �15 �大　塚　蒼　空 �1 �高萩市立 �秋山 

13 �16 � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【チーム組介】 

ラン＆ガン！走りまくります！ 

男手 チーム名 ��郵真東・松績ミニバス ��JeA－ID �ス京少纏重ID 

451612818 �08128026 

コーチ ��鈴　木　千　絵　里 �� �08K13372 

A．コーチ1 ��渡　辺　　弘　助 ��503434655 �08K12980 

A．コーチ2 ��上　　野　　　巌 ��510308994 � 

マネージャー ��佐　々　　木　葉 �� �08K19563 

No． �鱒書き �i手度会 �学年 �市立 �小学機会 

1 �4 �筑　波　大　富 �5 �高萩市立 �高萩 
2 �5 �小　宅　武　蔵 �5 �高萩市立 �松岡 

3 �e �板　倉　　光 �5 �高萩市立 �松岡 
4 �7 �佐　々　木　渉　貫 �5 �高萩市立 �松岡 

5 �8 �北　島　伶　葉 �5 �高萩市立 �東 
6 �9 �石　井　　嵐 �4 �高萩市立 �秋山 
7 �10 �婁　村　歩　夢 �4 �高萩市立 �松岡 

8 �11 �畠　山　様　穿 �4 �高萩市立 �東 

9 �12 �鈴　木　徳　矢 �4 �高萩市立 �高萩 

lo �13 �記臆喜臆喜軸 �4 �高萩市立 �東 

11 �14 �北　畠　琉　音 �3 �高萩市立 �東 

12 �15 �鈴　木　悠　太 �3 �高萩市立 �高萩 

13 �16 �上　野　文　大 �3 �高萩市立 �高萩 

14 �17 �補　間　太　郎 �5 �高萩市立 �松岡 

15 �18 �赤　津　琉　斗 �4 �高萩市立 �東 
【チームig介） 

若い力で請Lbiまい頑張ります。 

舞子 チーム名 ��日立教職少年団 ��JBA－ID �ス撫少駿tD 

451496768 �08127103 

コーチ ��小　泉　　慎　二 ��503518456 �08K13872 

A．コーチ1 ��鴨　志　田　健　忘 ��504714284 �08K14711 

Aコーチ2 ��小　笠　原　票　鬼　子 �� � 

マネージャー ��友　部　真　由　美 �� � 

No． �鱒書き �i手氏名 �学年 �市立 �小学接合 

1 �4 �小　笠　原　龍　優 �6 �日立市立 �田尻 
2 �5 �友　部　心　菜 �6 �日立市立 �豊浦 

3 �6 �鈴　木　成　案 �6 �日立市立 �豊浦 
4 �7 �高　縄i∴慧 �6 �日立市立 �豊浦 

5 �8 �粛　膝∴邁　斗 �6 �日立市立 �豊浦 
6 �9 �五　十　嵐　葦　則 �5 �日立市立 �豊満 
7 �10 � � � � 

8 �11 � � � � 

9 �12 � � � � 

lo �13 � � � � 

11 �14 � � � � 

12 �15 � � � � 

13 �16 � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【シー心慮介】 

少人数ですが、挨紗、す（射れl行動、返事をチームのモットーに 
一生懸命練留に取期日んでいます。宜しくお壌いします。 

ー7－

舞子 ��申録ミニバスケット精一ル ��JeA一重D �入京少な定ID 

チーム亀 ��少年団 ��451358161 �08129033 

コーチ ��沼　田　　雛　－ ��507559751 �08K18992 

A．コーチ1 ��勝　沼　　邦　的 ��503516601 �08KlOO40 

▲．コーチ2 ��鈴　木　　鷺　崇 ��508591214 � 

マネージャー ��鈴　木　　雅　弘 ��510301368 �08KO6215 

No， �録書き �減車氏名 �学年 �市立 �小字機会 

1 �4 �土　屋　海　斗 �6 �北茨城市立 �関南 
2 �5 �五　月　女　大　筋 �5 �北茨城市立 �中郷第一 

3 �e �沼　田　弦　史　郎 �4 �北茨城市立 �中郷第二 
4 �7 �佐　藤　律　境 �4 �北茨城市立 �中郷第一 

5 �8 � � � � 

e �9 �鈴　木　謙　一 �4 �北茨城市立 �中郷第二 

7 �10 �小野田　優太郎 �4 �北茨城市立 �中郷第－ 
8 �11 �吉　久　保　置　洋 �4 �北茨城市立 �中郷第二 
9 �12 �濃　遭　蒼　太　助 �3 �北茨城市立 �中郷第－ 

10 �13 �関　根　夢　隼 �3 �北茨城市立 �中郷第－ 

11 �14 �深　迫　僧　太　郎 �1 �北茨城市立 �繍電 

12 �15 �減∴速　筆　士　朗 �1 �北茨城市立 �中郷第－ 

13 �16 � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【ターム縞介】 

目標に向かって、最後まで締めず、みんなで一生懸命頑張ります。 

興子 チーム名 ��十王ボーイズ ��JeA－ID �ス構少田まID 

451385680 �0812 �7100 

コーチ ��稲　　岡　　　明 ��503550619 �08KO �7643 

A．コーチ1 ��小　槙　　吉　宗 �� �08Kl �0986 

A．コーチ2 ��松　本　　洋　子 �� �08Kl �3379 

マネージャー ��佐　々　木　　雄　司 ��508575460 �08Kl �7797 

No． �鱒書き �意手氏名 �学年 �市立 �4 �1学接合 

1 �4 �相　田　　彪　吾 �6 �日立市立 �櫛 �形 
ま �5 �松　倉　概　容 �6 �日立市立 �櫛 �形 
3 �6 �金　野　太　線 �5 �日立市立 �櫛 �形 
4 �7 �千　葉　塙　人 �5 �日立市立 �櫛 �形 
5 �8 �佐　々　木　管　也 �5 �日立市立 �櫛 �形 
e �9 �森　　蓮　大 �4 �日立市立 �櫛 �形 
7 �10 �満　濃　　蔦 �3 �日立市立 �楢 �形 
8 �11 �黒　潰　優　塁 �3 �日立市立 �塙 �形 
9 �12 �宮　内　組　人 �3 �日立市立 �櫛 �形 
10 �13 �樫　杓∴∴髄 �4 �日立市立 �描 �形 
11 �14 �今　機∴∴慕 �3 �日立市立 �櫛 �形 

12 �15 � � � � � 

13 �16 � � � � � 

14 �17 �高　橋　宏　興 �6 �日立市立 �櫛 �形 
15 �18 �波　選　　抜 �6 �日立市立 �櫛 �形 

【チーム鱗介） 

6年生最後の試合です。5年生が、練習の成果を出せるように、 全員で頑張ります。応緩怠翻し∪ます。 

舞子 ��龍の川ミニバス ��JeA－ID �ス撫少欝定ID 

チーム名 ��ス構－ツ少年団 
451537253 �08127091 

コーチ ��猪　股　　一　也 ��508713993 �08K16970 

A．コーチ1 ��小　泉　　直　樹 ��500503163 � 

A．コーチ2 ��吉　田　　尚　更 �� � 

マネージャー ��沼　　田　　　悠 �� � 

No． �鱒後置 �連字氏名 �学年 �市立 �小学繊会 

1 �4 �沼　田　波　琉　龍 �6 �日立市立 �宮田 
2 �5 �鈴　木　　鯉， �6 �日立市立 �富田 
3 �6 �小　泉　柑　太 �6 �日立市立 �助III 

4 �7 �秋　山　煙　明 �6 �日立市立 �宮田 
5 �8 �千　葉　栗　太 �5 �日立市立 �仲町 
e �9 �笠　　遥　掬 �5 �日立市立 �全滅 
7 �10 �市　川　娼　斗 �5 �日立市立 �仲町 

8 �11 �紀臆随喜音曲喜ト、 �4 �日立市立 �富田 

9 �12 �桑　原　知　広 �4 �日立市立 �滑川 
10 �13 �開　　日　向 �3 �日立市立 �仲町 

11 �14 �川　井　照　紬 �5 �日立市立 �成沢 

12 �15 �石　川　暖　琉 �5 �日立市立 �富田 

13 �16 � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【チーム録介】 

6年生最後の大会なので、自分自身僧小の残らなしuう、 全力でプレーします！柑太 



舞日子 ��大久鴨ミニバスケット精一ル ��〕eA一重D �ス構少な定ID 

チーム亀 ��ス京－ツ少年団 ��451414356 �08127098 

コーチ ��鷹　木　　一　第 ��503531653 �08K18065 

A．コーチ1 ��加　藤　　政　幸 ��500503022 �08K18535 

Aコーチ2 ��小　池　　幹　男 �� �08K19585 

マネージャー ��真　壁　　忠　法 �� �08K19586 

No． �鱒置き �痛手氏名 �学年 �市立 �小字繊名 

1 �4 �東　壁　漢　人 �5 �日立市立 �大久保 
2 �5 �加　藤　真　裕 �5 �日立市立 �大久保 
3 �e �山　崎　繁　人 �5 �日立市立 �大久保 
4 �7 �大　野　靭　陽 �5 �日立市立 �諏訪 

5 �8 �吉　津　浦　斗 �5 �日立市立 �大久保 
6 �9 �千　葉　優　樹 �5 �日立市立 �大久保 
7 �10 �戸　祭　抽　賃 �4 �日立市立 �塙山 

8 �11 �良谷繍∴鮨成 �4 �日立市立 �大久保 
9 �12 �河　村　亜　蓮 �4 �日立市立 �大久保 
lo �13 �岡　部　慶　唯 �4 �日立市立 �大久保 

11 �14 �高　山　　仁 �4 �日立市立 �成沢 

12 �15 �菊　池　　遼 �4 �日立市立 �油組子 

13 �16 �山　崎　快　人 �2 �日立市立 �大久保 
14 �17 �菊　池　　遼 �2 �日立市立 �沖縄子 

15 �18 �八　島　事　大 �1 �日立市立 �大久保 
【チーム録介） 

大久保ミニバス（ま6年生のいない一年間でしたが、いつも試合会場で仲良くしてくれた6年生 

に 

寛子 ��蝦事ミニバスケット精一ル ��JPA－ID �ス誰少臨書ID 

チーム名 ��ス継－ツ少年団 ��451442393 �08127092 

コーチ ��佐　藤　博　之 ��505560911 �08K14210 

A．コーチ1 ��三　本　木　蔦　史 ��509123772 � 

A．コーチ2 ��高　岡　育　子 �� �08K17774 

マネージャー ��鈴　木　美　由　紀 �� �08K16972 

No． �鱒農場 �継手度会 �学年 �市立 �小学繊名 

1 �4 �鈴　木i酸　青 �6 �日立市立 �坂本 
2 �5 �劃書出臆は　－． �6 �日立市立 �東小沢 

3 �6 �鷺　山　司 �6 �日立市立 �坂本 
4 �7 �木　下　啓　大 �5 �日立市立 �久慈 
5 �8 �＃　坂　募　哉 �3 �日立市立 �久慈 
e �9 �菊　地　悠 �3 �日立市立 �久慈 
7 �10 �小　沼　真　心 �2 �日立市立 �久慈 

8 �11 �大　賞　正　宗 �2 �日立市立 �久慈 
9 �12 �川　崎　大　地 �2 �日立市立 �久慈 
10 �13 �菊　池　緒　依　斗 �2 �日立市立 �坂本 

11 �14 �佐　藤　亘 �2 �日立市立 �坂本 

12 �15 � � � � 

13 �16 � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【チーム録介】 

練留の成案を出し切って全力で頑張ります。 

行くぞ＝阪本！1．2．3チーム 

要子 チーム名 ��Cuore北実機 ��IBA－ID �ス龍少暢定ID 

462120245 �8129003 

コーチ ��長　谷　川　宰　生 �� �08KO5349 

▲．コーチ1 ��川　崎　博　文 ��503382829 � 

A．コーチ2 ��長　谷　川　漁　業 ��607121602 �08K17841 

マネージャー ��佐　々　木　未　練 ��607968577 �08K17842 

No． �青書置 �お手氏名 �学年 �市立 �小字接合 

1 �4 �鈴　木　凍　皇 �6 �北茨城市立 �関南 
2 �5 �石　森　末　書 �6 �北茨城市立 �精華 

3 �6 �柴　田　葵　来 �6 �北茨城市立 �明徳 
4 �7 �石　川　緒　希 �6 �北茨城市立 �関南 

5 �8 �石　琢　整　珠 �5 �北茨城市立 �中要 

e �9 �大　森　麓　央奈 �5 �北茨城市立 �中嚢 
7 �10 �鈴　木　漬　碧 �4 �北茨城市立 �関南 

8 �11 �ニー一　　　　浩88°思 �4 �北茨城市立 �関本 

9 �12 �小　野　　絢 �4 �北茨城市立 �大津 
lo �13 �長　谷川　心事 �3 �北茨城市立 �準用 
11 �14 �川　野連　絵札 �3 �北茨城市立 �明徳 
12 �15 �星　　和　子 �3 �北茨城市立 �関本 

13 �16 �永　峰　彩　羽 �3 �北茨城市立 �明徳 

14 �17 �黒　濡　彩　花 �3 �北茨城市立 �中郷第一 

15 �18 �布　施　都　心 �2 �北茨城市立 �平潟 
【チーム録介】 最後まで掃めす、全員で頑張ります 

ー8－

舞子 ��水木雲＝バスケット精一ル ��〕eA一重D �ス継少なをID 

チーム名 ��ス精一ツ少年団 ��451494318 �08127097 

コーチ ��梶　山　　孝　雄 ��503419272 �08K10998 

Aコーチ1 ��大　高　　一　浩 ��508595082 �08K12726 

▲．コーチ2 ��宮　下　　智　明 ��508617934 �08K18517 

マネージャー ��小　池　　友　紀 �� � 

No． �議書書 �後手氏名 �学年 �市立 �小字鰹亀 

1 �4 �木　内　績　憾 �5 �目立市立 �水木 
2 �5 �小　池　大　筋 �5 �日立市立 �水木 

3 �6 �三一〇〇〇時． �5 �日立市立 �水木 

4 �7 �田園動田園電器麟 �4 �日立市立 �水木 

5 �8 �片　腹　蓮　慈 �4 �日立市立 �水木 
6 �9 � � � � 

7 �10 �和　田　虎　涼 �3 �日立市立 �水木 

8 �11 �国書晶　　　二・ �4 �日立市立 �水木 

9 �12 � � � � 

10 �13 � � � � 

11 �14 �福　山　悠　賃 �3 �日立市立 �水木 
12 �15 �東　谷　　璃 �3 �日立市立 �水木 

13 �16 � � � � 

14 �17 �山　田　良　太 �1 �日立市立 �水木 

15 �18 � � � � 

【チーム組介】 

最後まであきらめずに全力で走り続けます。 

RisingStars☆MIZUKI 

舞子 チーム名 ��H．SUNS ��JeA－ID �ス構少鼠費ID 

451434280 �08126042 

コーチ ��西　野　　博　文 ��500408987 �08KO7547 

A．コーチ1 ��西　野　　順　子 �� � 

▲．コーチ2 ��河　　野　　　瑞 ��509081639 �08K15593 

マネージャー ��大　串　　孝　子 �� �08K19721 

No． �青書書 �i手氏名 �学年 �市立 �小学級会 

1 �4 �大　串　恰　世 �6 �黛陸太田市立 �番田 

2 �5 �大　和　田　遼 �6 �常陸太田市立 �番田 
3 �6 �高　橋　楽　依 �6 �常陸太田市立 �番田 
4 �7 �野　田　調　樹 �6 �緯陸太田市立 �誉田 
5 �8 �黒　木　湧　斗 �6 �北茨城市立 �明徳 

e �9 � � � � 

7 �10 �大　串　映　せ �5 �轄睦太田市立 �番田 

8 �11 �抱　内　海　斗 �5 �常陸太田市立 �機初 
9 �12 �川　又　大　知 �5 �轄睦太田市立 �西小沢 
10 �13 �石　樵　備　哉 �4 �常陸太田市立 �佐竹 

11 �14 �菊　地　演　能 �3 �常陸太田市立 �郡戸 
12 �15 �伊　藤　部　面 �3 �常陸太田市立 �世矢 

13 �16 �山　賊　直　筋 �3 �常陸太田市立 �太田 
14 �17 �庄　司　　優　空 �3 �緯睦太田市立 �世矢 

15 �18 �須　藤　亜　矢 �2 �黛陸太田市立 �太田 
【チーム録介】 

全員で最後まで力いっぱい頑張ります！「燦SUNと輝け！H．SUNS」 

要子 ��申着ミニバスケット精一ル ��JDA－ID �ス着少なをID 

チーム名 ��少年団 ��462100486 �08129033 

コーチ ��大　野　　事　実 ��500408364 �08KlSeel 

A．コーチ1 ��角　南　　俊　逮 ��508680934 � 

A．コーチ2 ��小　川　　忠　犬 ��505670599 � 

マネージャー ��小　　川　　　脇 ��508724781 �08KO9191 

No． �録書き �痛手氏名 �学年 �市立 �小学鶴亀 

1 �4 �鈴　木　結　衣 �6 �北茨城市立 �中郷第二 
2 �5 �熊　谷　　白　菜 �6 �北茨城市立 �中郷第－ 

3 �6 �鈴　木　咲　々 �6 �北茨城市立 �中郷第二 
4 �7 �畠　山　荊　沙 �6 �北茨城市立 �中郷第－ 

5 �8 �三　村　心　優 �6 �北茨城市立 �中郷第一 

e �9 �長　谷　部　百　番 �6 �北茨城市立 �中郷第二 
7 �10 �林　に　い　奈 �5 �北茨城市立 �中郷第－ 

8 �11 �星　川　姫　菜 �5 �北茨城市立 �中郷第－ 
9 �12 �大　野　美　樹 �4 �北茨城市立 �中郷第一 

10 �13 �村　上　心　菜 �4 �北茨城市立 �中郷第－ 
11 �14 �畠　山　機　希 �4 �北茨城市立 �中郷第一 

12 �15 �加　藤　珠　里 �5 �北茨城市立 �中郷第一 

13 �16 �則音曲獲書出　i“ �3 �北茨城市立 �中郷第一 

14 �17 �堀　内　穏　乃　竃 �4 �北茨城市立 �中郷第一 

15 �18 �深　道　糸　醤 �4 �北茨城市立 �請章 
【チーム録介】 

「一戦必勝～最後まであきらめない」をチームスローガ、 ����ノに、 

大きな白糠に向かってチーム一丸となり全力プレーで頑張ります。 



裏手 ��購北ANG各国くスケツト ��JDA－ID �ス網少鱒定ID 

チーム亀 ��少年団 ��462229037 �08129023 

コーチ ��鈴　木　墓　永 ��509188858 �08K18556 

A．コーチ1 ��竹　内　東　面 �� � 

Aコーチ2 ��佐　藤　博　志 �� �08K19027 

マネージャー ��関　沙　弥　香 �� � 

No． �調〇番 �義手重合 �学年 �市立 �小学披名 

1 �4 �八　角I鵡　加 �6 �北茨城市立 �大津 
2 �5 �小　林　東工　葉 �6 �北茨城市立 �請葦 

3 �e �有　馬　巻　末 �6 �北茨城市立 �明徳 
4 �7 �七　井　真　南 �6 �北茨城市立 �大津 

5 �8 �佐　藤　里　奈 �5 �北茨城市立 �大津 
6 �9 �俵　乗　積 �6 �北茨域市立 �大津 
7 �10 �椎　名　穿∴衣 �6 �北茨城市立 �大津 

8 �11 �鈴　木　儀　表 �5 �北茨城市立 �関南 
9 �12 �伊　藤　漢　書 �5 �北茨城市立 �大津 
10 �13 �七　井　細　線 �4 �北茨城市立 �大津 

11 �14 �俵　勝　代 �3 �北茨城市立 �大津 

12 �15 �鈴　木　妃　普 �3 �北茨城市立 �関南 

13 �le �小　林　仁　聯 �2 �北茨城市立 �精華 

14 �17 �、福音潮音惟 �4 �北茨城市立 �大津 

15 �18 �椎　名　咲　衣 �4 �北茨城市立 �大津 

【ジー血相介】 最後まで締めないで頑張ります！「完全搬！！」 

女手 チーム名 ��購真東・紘績ミニバス　‾ ��JPA－ID �ス構少田定ID 

461593397 �08128026 

コーチ ��鈴　木　　し　お∴り ��600444328 �08K17408 

A．コーチ1 ��川　場　　筆　触 ��503522344 �08KO8053 

A．コーチ2 ��坤　　　栄　　樹 �� � 

マネージャー �� �� � 

No． �寄書き �後手慶名 �学年 �市立 �小字繊毛 

1 �4 �小　野　ゆ　ず　は �6 �高萩市立 �高萩 

2 �5 �鈴　木　り∴ま �5 �高萩市立 �高萩 
3 �e �鈴　木　晴　子 �5 �高萩市立 �松岡 
4 �7 �大　友　緒　彩 �5 �高萩市立 �東 

5 �8 �朽　　網，杏 �4 �高萩市立 �東 

6 �9 �塙　奈　英　美 �4 �高萩市立 �松岡 
7 �10 �宇　佐　美　感奈 �3 �高萩市立 �高萩 
8 �11 �宇　佐　美　徳目鮮 �2 �高萩市立 �高萩 

9 �12 �宇佐美　和　乃 �1 �高萩市立 �高萩 
10 �13 �］oテ○ィウシ一輪妃 �1 �高萩市立 �松岡 

11 �14 �畠　山　芽　吹 �1 �高萩市立 �東 

12 �15 �赤∴津　紗　那 �2 �高萩市立 �東 

13 �16 � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【ターム録介】 

全力九一・全員バスケで頑張ります。宜しくお願いします。 

要子 ��喜田ミ：おくスケツト禦一ル ��〕eA－ID �ス崇少田定ID 

チーム亀 ��ス精一ツ少年団 ��461532607 �08127099 

コーチ ��高　橋　　芳　雄 ��510310546 �08KO1523 

Aコーチ1 ��安　蔵　　英　治 ��509601678 �08Kl1537 

A．コーチ2 ��伊　藤　　敏　幸 ��510310756 � 

マネージャー �� �� � 

No． �購書き �義手氏名 �学年 �市立 �小学職名 

1 �4 �大　内　垂∴加 �6 �日立市立 �日高 
2 �5 �佐　藤　礼　紗 �6 �日立市立 �田尻 
3 �e �鈴　木　夢　和 �6 �日立市立 �滑川 
4 �7 �木　村　心　霊 �6 �日立市立 �日高 
5 �8 �袖　山　美　羽 �5 �日立市立 �田尻 
e �9 �神　山　淳　亜 �4 �日立市立 �田尻 
7 �10 �鈴　木　妃　奈 �5 �日立市立 �滑川 

8 �11 �吉　村　く　ら　ら �5 �日立市立 �田尻 

9 �12 � � � � 

10 �13 �木　村　愛　玩 �4 �日立市立 �日高 
11 �14 �竹　川　光）東 �4 �日立市立 �富田 
12 �15 �吉　村　み　い　さ �2 �日立市立 �田尻 

13 �16 �藤　崎　京　香 �5 �日立市立 �田尻 
14 �17 �矢　長　菜　々　海 �4 �日立市立 �日高 

15 �18 � � � � 

【チーム録介】 富田伝統の『粘関』DFを忘れずに『富田No．1』を目指し、 

一戦一戦頑張ります！！ 

ー9－

要子 チーム名 ��AT・SIARSMpSS ��JeA－ID �ス継少離ID 

461469716 �08128025 

コーチ ��佐　用　　勇　次 ��503417520 � 

▲．コーチ1 ��鈴　木　　治　子 ��000178305 �08K14183 

▲．コーチ2 ��後　藤　　文　彦 ��503540336 � 

マネージャー ��吉　田　　賢　察 ��602100027 � 

Ne． �鱒書き �後手氏名 �学年 �市立 �小学競合 

1 �4 �大　腰　　ひ　な �6 �高萩市立 �秋山 

2 �5 �寓　星　組　香 �6 �高萩市立 �東 

3 �6 �大　高　刺　々　依 �6 �高萩市立 �秋山 
4 �7 �大　久　保　楽　音 �6 �高萩市立 �東 

5 �8 �血　都　奈　奄　希 �5 �高萩市立 �秋山 
6 �9 �佐　藤　　怜 �5 �高萩市立 �秋山 
7 �10 �飯　田　由　采 �5 �高萩市立 �秋山 

8 �11 �佐　藤　寧∴来 �4 �高萩市立 �秋山 
9 �12 �水　上　　濃 �4 �高萩市立 �秋山 
10 �13 �大　久　保　重　来 �4 �高萩市立 �東 

11 �14 �飛　田　給　那 �4 �高萩市立 �秋山 

12 �15 �小　彫　里　奈 �4 �高萩市立 �秋山 

13 �16 �小　川　姫　奈 �2 �高萩市立 �東 

14 �17 �損臆瞳■畦 �2 �高萩市立 �東 

15 �18 � � � � 

【ターム冒介】 一戦一戦、全力で最後まで走ります。 

要子 ��十王ミニバスケット精一ル ��ささA－ID �ス糠少宙を重D 

チーム名 ��ス意一ツ少年団 ��4614901781 �08127102 

コーチ ��加　藤　　哲　也 ��500408629 �08K17795 

A．コーチ1 ��杉　内　　洋　之 ��508129081 �08K17794 

A，コーチ2 ��大　森　　雅　孝 ��508431385 �08K17799 

マネージャー ��沼　田　　敏　弘 ��508547905 �08K17796 

No． �機番鴨 �着手氏名 �学年 �郵立 �小字接合 

1 �4 �杉　内　蒼　空 �6 �日立市立 �櫛形 
2 �5 �菅　谷　奈　々　花 �6 �日立市立 �櫛形 

3 �e �加　藤　濃∴普 �6 �日立市立 �櫛形 
4 �7 �大　森　胡　桃 �6 �日立市立 �櫛形 
5 �8 �川　嶋　妃　菜 �6 �日立市立 �櫛形 
e �9 �松∴本　書　婁 �6 �日立市立 �櫛形 
7 �10 �薄　井　七　海 �6 �日立市立 �櫛形 

8 �11 �田　丸　　友　電 �6 �日立市立 �櫛形 
9 �12 �鈴　木　梨　姫 �6 �日立市立 �櫛形 
10 �13 �武　藤　咲　姫 �6 �日立市立 �櫛形 
11 �14 �関　口　葉　菜 �5 �日立市立 �櫛形 

12 �15 �田　絡　み　す　き �5 �日立市立 �櫛形 

13 �16 �大　武　李　橿 �5 �日立市立 �櫛形 

14 �17 �大　高　花　組 �4 �日立市立 �櫛形 

15 �18 �薄∴井　花　奈 �4 �日立市立 �櫛形 
【チーム録介】 

全力ディフェンス！全力ルーズボール！チーム一丸、全力バスケで 

頑張りますlI　　　　　～　十王ミニバス一同　～ 

書手 ��請の川ミニバス ��JeA－ID �ス撫少田をID 

チーム名 ��ス着一ツ少年団 ��461528370 �08127091 

コーチ ��吉　田　　尚　史 ��503412573 �08K14201 

A．コーチ1 ��猪　股　　一　也 �� � 

A．コーチ2 ��小　泉　　直　樹 �� � 

マネージャー ��滝　野　　美　佐　子 �� � 

No． �鱒書き �義手氏名 �学年 �市立 �小学峻亀 

1 �4 �武　藤　美　緒 �6 �日立市立 �助川 
2 �5 �封書田園寡墓園怯 �6 �日立市立 �助川 

3 �e �番　田　未　来 �6 �日立市立 �田尻 
4 �7 �遠　藤　玲　奈 �6 �日立市立 �助川 
5 �8 �開　　統　轄 �5 �日立市立 �仲町 
e �9 �綿　副　　的 �5 �日立市立 �滑川 
7 �10 �：：““　裏　． �5 �日立市立 �滑川 

8 �11 �臨書軸糾臆瞳運は �5 �日立市立 �会瀬 

9 �12 �岡　村　瑠　奈 �4 �日立市立 �田尻 
10 �13 �飛　田　鼻　緒 �4 �日立市立 �田尻 

11 �14 �丼　飯　　凍 �4 �日立市立 �田尻 

12 �15 �宮　本　紗　需 �3 �日立市立 �諏訪 

13 �15 �閲∴∴み∴り∴ゐ �3 �日立市立 �油組子 

14 �17 �宮　本　陽　菜 �1 �日立市立 �諏訪 

15 �18 �高　泉　玲　奈 �1 �日立市立 �田尻 
【チーム組介】 

今までに練習に ��付き合ってくれた人たちに飯蛸の気持ちを忘れず、－ 

精一杯悔いが残らなしはうに頑張ります！・実績・ 



義手 ��大久鴨ミニバスケット意一ル ��IeA－ID �ス意少鱈定ID 

チーム名 ��ス第一ツ少年団 ��461409400 �08127098 

コーチ ��鷹　木　　一　繁 ��508603892 �08K18065 

A．コーチ1 ��輩　司　　正　信 ��508603892 �08K18542 

▲．コーチ2 ��加　藤　　政　幸 ��500503022 �08KO9775 

マネージャー ��遠　　藤　　　梓 �� �08　K18543 

No． �鱒書き �i手属名 �学年 �市立 �小字纏名 

1 �4 �清　水　嘆　息 �6 �日立市立 �大久保 
2 �5 �長　谷：暢　優成 �6 �日立市立 �大久保 
3 �e �濃i睡∴束　実 �6 �日立市立 �大久保 
4 �7 �最∴谷　山　瀧 �6 �日立市立 �大久保 
5 �8 �田　畑　里　紗 �6 �日立市立 �大久保 
6 �9 �津　島　　凍 �6 �日立市立 �大久保 
7 �10 �長　山　給　花 �6 �日立市立 �大久保 
8 �11 �粛　藤　和　書紗 �6 �日立市立 �大久保 
9 �12 �黒澤　由　布　乃 �6 �日立市立 �大久保 
10 �13 �荒　川　櫓I雷 �6 �日立市立 �大久保 
11 �14 �軍　司　整　和 �5 �日立市立 �大久保 

12 �15 � � � � 

13 �16 � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【チームな介i 

小柄なチームですか全員バスケでコートを走り頑張ります。 

要子 ��食択ミ：おくスケツト精一ル ��IeA－ID �ス京少な定ID 

チーム名 ��ス精一ツ少年団 ��461479929 �08127094 

コーチ ��荷　見　　和　美 ��000178783 �08K14206 

A．コーチ1 ��荷　見　　采　愛 ��601554409 � 

A，コーチ2 ��佐　藤　　啓　太 ��504207797 � 

マネージャー �� �� � 

No． �鱒書き �義手氏名 �学年 �市立 �小字技負 

1 �4 �週漢婁獲漢回書吃 �6 �日立市立 �金沢 

2 �5 �佐　藤　梨　奈 �6 �日立市立 �金沢 

3 �6 �鈴　木　さ　く　ら �6 �日立市立 �金沢 

4 �7 �樫　村　沙　南 �6 �日立市立 �金沢 
5 �8 �田柳　和香奈 �5 �日立市立 �金沢 
e �9 �本　田　登　海 �5 �日立市立 �金沢 
7 �lo �本　田　望　海 �5 �日立市立 �金沢 

8 �11 �渡　辺　咲　来 �5 �日立市立 �金沢 

9 �12 �佐　藤　健　吾 �4 �日立市立 �金沢 
10 �13 �林　　彩　那 �5 �日立市立 �金沢 

11 �14 �鷲　山　ま　ど　か �5 �日立市立 �金沢 

12 �15 � � � � 

13 �16 �三農園匿　　・　・ �3 �日立市立 �金沢 

14 �17 �伊藤　優重来 �3 �日立市立 �金沢 
15 �18 �小　池　苅　塑 �2 �日立市立 �金沢 

【チーム鼠介） 

最後まであきらめない！気合で絶対に勝つ日 

隻手 ��撮象ミニバスケット照一ル ��JeA－ID �ス構少暢定ID 

チーム名 ��ス第一ツ少年団 ��461438633 �08127092 

コーチ ��加　藤　周　一 ��500497125 �08K16207 

Aコーチ1 ��近　藤　利　酒 ��508597351 �08K17775 

A．コーチ2 ��橋　　本　　悟 ��508585141 �08K16208 

マネージャー ��悔　田　久　生 ��500311049 �08KlO206 

No， �構書き �着手島名 �学年 �市立 �小学接合 

1 �4 �野　田　可　奈　子 �6 �日立市立 �坂本 
2 �5 �三　代　赫　々　海 �6 �日立市立 �坂本 

3 �6 �石　田　結　粟 �6 �日立市立 �坂本 
4 �7 �川　崎　奈　那 �6 �日立市立 �久慈 
5 �8 �梅　田　荊　良 �5 �日立市立 �久慈 
e �9 �菊　地　萌 �5 �日立市立 �久慈 
7 �10 �井　坂　英　美　里 �5 �日立市立 �久慈 
8 �11 �00　　　　　　　：：　　　＝ �5 �日立市立 �坂本 

9 �12 �水　田　瀬　的 �5 �日立市立 �坂本 

10 �13 �大　森　陽　菜 �5 �日立市立 �坂本 

11 �14 �黒　澤　由　衣 �5 �日立市立 �東小沢 

12 �15 �袖　山　砦　海 �3 �日立市立 �坂本 

13 �16 �根　本　優　茅　花 �2 �日立市立 �久慈 
14 �17 �経　本　あ　が　り �6 �日立市立 �坂本 

15 �18 �上　林　妃　奈 �6 �日立市立 �坂本 
【チーム組介） 

日頃の練習と仲間を信じONEFORALLALLFORONEの精神で 

全力で笑顔のバスケをします！！ 

一10－

要子 ��大綱ミニバスケット精一ル ��JeA－ID �ス禦少瞳をIo 

チーム名 ��少年団 ��452116900 �08127093 

コーチ ��深　谷∴∴儀　一 ��503514844 �08K16115 

▲．コーチ1 ��小　林　　隆　弘 ��508628874 �08Klelle 

A．コーチ2 ��石　川　　正　一 �� �08KO7570 

マネージャー ��深　谷　　香　利 �� � 

No． �議書さ �種手氏名 �学年 �市立 �小学機会 

1 �4 �大　江　高　安 �6 �日立市立 �大　沼 
2 �5 �，・　お園鵜詞書睦 �e �日立市立 �大　沼 

3 �6 �森　田　脇　香 �6 �日立市立 �大　沼 
4 �7 �大；工　千　晶 �5 �日立市立 �大　沼 
5 �e �波　還∴な　ご　み �5 �日立市立 �大　沼 
6 �9 �給　引　優　奈 �4 �日立市立 �大　沼 
7 �10 �矢　原　凍　子 �4 �日立市立 �大　沼 
8 �11 �植　村　歩　佳 �4 �日立市立 �河原子 
9 �12 �梶　原　彩　花 �4 �日立市立 �河原子 
10 �13 �線　引　　通　番 �2 �日立市立 �大　沼 
11 �14 �鈴　木　柊　花 �5 �日立市立 �大　沼 

12 �15 �販　売　卸　商 �3 �日立市立 �大　沼 
13 �16 � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【チームim】 

6年生最後の公式試合悔いの残ちなLuうに全力プレーで頑張ります日 

（”0つ／南実 

要子 ��水木ミニバスケット京－ル ��Je4－10 �ス構少鼠定ID 

チーム名 ��スポーツ少年団 ��461489457 �08127097 

コーチ ��宮　下　　智　明 ��508617934 �08K18517 

Aコーチ1 ��大　高　　一　浩 ��508595082 �08K12726 

人．コーチ2 ��梶　山　　孝　雄 ��503419272 �08KlO998 

マネージャー ��東　谷　奈　緒　美 �� � 

No， �寄書き �遭手氏名 �学年 �高立 �小字機会 

1 �4 �高音田園漢胸臆E �6 �日立市立 �水木 

2 �5 � � � � 

3 �6 �和　田　葵　陽　粟 �4 �日立市立 �水木 
4 �7 �佳　日　陽　乃 �4 �日立市立 �水木 

5 �8 �翻書聖獲喜劇臆瞳 �4 �日立市立 �水木 

6 �9 � � � � 

7 �10 � � � � 

8 �11 �古　IIi　陽 �2 �日立市立 �水木 

9 �12 �新　垣　　心　臓 �1 �日立市立 �水木 
10 �13 �和　田　美　穂　菜 �1 �日立市立 �水木 

11 �14 �古　川　　髪 �1 �日立市立 �水木 

12 �15 �及　川　凍　渚 �1 �日立市立 �水木 

13 �16 �七　井　り　す　美 �4 �日立市立 �水木 

14 �17 �鯉　井　　文 �4 �日立市立 �水木 

15 �18 � � � � 

【ターム組介】 

6年生一人で一年間頑張ってきました！最後まで全力で頑張りますl！ 

要子 チーム名 ��漢籍ドリームス ��IeA－ID �ス着少日放D 

461510376 �08126038 

コーチ ��町　田　　胡　幸 ��507752067 �08K16216 

A．コーチ1 ��日　賦　　倫　曇 �� �08K14983 

A．コーチ2 ��井　坂　　田　行 ��509520123 �08K17992 

マネージャー ��川　崎　　恵　子 �� �08K19028 

No． �青書雪 �番手氏名 �学年 �市立 �小字峰亀 

1 �4 �中　野　琉　嗣　杏 �6 �轄陸太田市立 �里美 
2 �5 �町　田　愛　練 �6 �轄睦太田市立 �里美 

3 �e �町　田　百　薬 �6 �繕陸太田市立 �里美 
4 �7 �餌■議書畦 �6 �常陸太田市立 �里美 
5 �8 �渡　部　陽　菜　乃 �5 �常陸太田市立 �里美 
6 �9 �川　崎　悠　那 �4 �轄睦太田市立 �里美 
7 �10 �；高　見　　花　音 �4 �常陸太田市立 �豊美 

8 �11 �深　谷　郊　望 �4 �繕陸太田市立 �里美 
9 �12 �井　坂　心　事 �4 �精陸太田市立 �水府 
10 �13 �小　林　刺　々　霊 �3 �常陸太田市立 �里美 

11 �14 �坂　本　寧∴普 �3 �常陸太田市立 �里美 
12 �15 �大　金　織　豊 �3 �常陸太田市立 �里美 
13 �16 �高　畠　理　経 �3 �轄陸太田市立 �豊美 

14 �17 �今　　乗　紗 �1 �黛陸太田市立 �里美 

15 �18 � � � � 

【チーム録介】 

仲間を信じて、自分を信じて、「魂」を込めてプレーします。 



要子 ��あ机1両 ��〕eA－ID �ス構少田定量D 

チーム名 ��ミニバスケット構－ル ��461458641 �8126047 

コーチ ��飯　　島　　淳 ��509522068 �08K18808 

A．コーチ1 ��木　村　　由　美　子 ��606769998 �08K17985 

A．コーチ2 �� �� � 

マネージャー ��小　沼　　め　ぐ　み �� � 

No． �青書書 �後手氏名 �学年 �両立 �小学鶴亀 

1 �4 �飛　田　　歩 �6 �常陸太田市 �佐竹 

2 �5 �木　村　奈　縫 �6 �緯陸太田市 �太田 
3 �6 �小　沼　環　菜 �6 �常陸大田市 �太田 
4 �7 �長　調　喪　心 �5 �部睦太田市 �佐竹 
5 �8 �細　谷　さ　く　ら �5 �轄陸太田市 �佐竹 

6 �9 �根　本　紗　弥 �6 �轄睦太田市 �太田 
7 �10 � � � � 

8 �11 � � � � 

9 �12 �長　調　安　心 �5 �轄睦太田市 �佐竹 
10 �13 �小　笠原　心葉 �4 �常陸太田市 �西小沢 
11 �14 �川　野　紗　季 �4 �緯睦太田市 �佐竹 
12 �15 �後　藤　咲　帆 �4 �緯睦太田市 �佐竹 
13 �16 �菊　池　沙　衣 �4 �精陸太田市 �佐竹 

14 �17 �専　門　書　架 �4 �常陸太田市 �佐竹 

15 �18 �菊　池　条　里 �2 �常陸太田市 �佐竹 
【チーム録介】 

小さいチームですが、全力で戦います日 

義子 チーム名 ��食砂場クラブ ���JeA－ID �ス着少鱈をID 

4609151121 �08126044 

コーチ ��締　　引　　穀 ���508696545 �08K17991 

A．コーチ1 ��平　塚　　修　士 ���504913441 �08K14696 

A．コーチ2 �� ��� � 

マネー卸－ ��坪　　嘉　債　鬼 ��� � 

No． �調漢書 �義手氏名 ��学年 �市立 �小字機会 

1 �4 �f下　　葉　緒 ��6 �轄睦太田市立 �久米 

2 �5 �平　塚　礼　菜 ��6 �常陸太田市立 �佐竹 
3 �6 �縞 �引　美　波　音 �6 �常陸太田市立 �郡戸 
4 �7 �木　村i∴奨 ��6 �緯睦太田市立 �金砂郷 

5 �8 �永　山　姫　奈 ��6 �那珂市立 �木崎 
e �9 �綱　引　木乃　美 ��6 �常陸太田市立 �郡戸 
7 �10 �島　根　明　日　香 ��4 �常陸太田市立 �割戸 

8 �11 �永　山　垂　奈 ��3 �那珂市立 �木崎 

9 �12 �龍　志　田　宣　優 ��3 �轄睦太田市立 �郡戸 
10 �13 �小　林　花　富 ��3 �常陸太田市立 �郡戸 

11 �14 �島　根　約　番 ��2 �常陸太田市立 �都戸 
12 �15 �鈴　木　か＿や　の ��5 �常陸太田市立 �西小沢 
13 �16 �然∴議　事　募 ��5 �緯陸太田市立 �西小沢 
14 �17 �大　谷　葵　那　割 ��2 �緯陸太田市立 �金砂郷 

15 �18 �沼　田　杏　郭 ��1 �緯睦太田市立 �金砂郷 
【チームi電介） 

大好きなチームメイト連と一生懸命、全力でバスケを楽しみます！ 

ー11－

書手 ��意細大〇・SUNS ��〕eA－ID �ス継少田をID 08126009 

チーム名 ��ミニバスタウト意－ルス章一ツ少年団 ��461501939 

コーチ ��阿　部　　幸　江 ��601020413 � 

A〟コーチ1 ��沼　田　　千　賀　子 �� � 

A．コーチ2 ��木　名　瀬　　聡 ��500382289 �08Kl1550 

マネージャー ��高　崎　　淳　子 ��607100624 �08K19033 

No． �鱒後置 �痛手氏名 �学年 �市立 �小字接合 

1 �4 �佐　々　木　瑠　泉 �6 �ひたちなか市立 �高野 

2 �5 �工　藤　塾　依 �6 �繕睦大宮市立 �上野 
3 �e �阿　部　光　確 �6 �轄睦太田市立 �せ矢 
4 �7 �滑　川　青　柳那 �6 �常陸太田市立 �世矢 
5 �8 �小　林　選言陛　菜 �5 �轄睦太田市立 �太田 
6 �9 �小　野　源　優　月 �5 �ひたちなか市立 �高野 

7 �10 �加　藤　瑠　粟 �6 �緯陸太田市立 �機初 

8 �11 �高　輪　　咲　緩 �5 �精密太田市立 �太田 
9 �12 �鈴　木　望　来 �3 �常陸太田市立 �機初 
10 �13 �横　山　刺　子 �2 �轄睦太田市立 �横切 

11 �14 � � � � 

12 �15 � � � � 

13 �le � � � � 

14 �17 � � � � 

15 �18 � � � � 

【チーム録介】 

餓える！闘え！勝利のために！ 

最後まであきらめず、全力九一で頑張ります。 



ZllO（日）

男女決勝の様子を

次号Zl25発行
「ひたっち」

特集でご紹介！
乞うご期待！

82124（日）～312（土）
※要更となる場合があります

毎日10：00－I17：30

CATV851ch

※JWN専用デゾ，ルわーナー

※地デジ11chでニュース放

2llO（日）男女決勝戦の

模様を丸ごと放送！

さらに事前撮影した全出場チーム
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○ヽ �l 　萱∃ �：■」 陸大 �▲　I埠▲ ����● 

＼寒害喜田漢音臆菓 � 

e－．⑲ 　　ノC �† ） 
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ノへ、l己〔－，　　　　　　　　　さで〕 

争支 ●＋ ＿着．S 
●〇〇〇〇I － － 

ここここ＝”〇〇〇〇〇〇露 

「一戦必勝～最後まであきらめない」を 

チームスローガンに、大きな目標に向かって 
チーム一丸となり全力プレーで頑張ります。 

中郷ミニItスケットポーIl 
少年団 

全力プレー・全員バスケで頑張ります。 
宜しくお願いします。 

＿一、ヽ一 　子 ＿l’i＼～ i‾出 　購 ∴＿l∴∴： 子ベ � 

＿拙…間＿　H，∴蘭 
青妊三〇押出 

今までに練習に付き合ってくれた人たちに 
感謝の気持ちを忘れず、精一杯 

悔いが残らないように頑張ります！一美緒－ 

語 

、：¶「：∴　　： 

（　　　　　　案○○ここ 

8池謙二′くス舞田園易i 
】 

池の川ミニバス 
スポ“ツ少年団 

lひたっち×ケーブルテレビJWAY杯的チームカタログ

最後まで諦めず、全員で頑張ります ����� 

8回聞置日嗣iii・、．●．音調円田■園田 �����‾敵 
＼賛　重　賞．． 

「｛ �高畠圏臨鞄 ’緩繊既駆 ＿ニ ��崩 �ヽ　∴ 

共：牛；杭 �rL、1－予告〔 �印・岬 �∴千言 （、‾ 

しめ　　り ��∵目上的 �∴リ 

「∴i＿　、 　tT的7王i ���I 　＿LL と茨城 �心、－ 

一戦一戦、全力で最後まで走ります。 

圭・ i l湖歳 ���l’’● 小 

臨雷 

〈 （ � � �� � � 「一∴ 芝 ��捕∴ �周日日∴－ � � �′ �∵：一 瞥 

∴l 高＿ ����∵ 

＼＿1〃二　　　． � 

11 �「・STI ��ARSMB �費 � 

宮田伝統の『粘閲』DFを忘れずに 
『宮田No．1』を目指し、 
一戦一戦頑張ります！！ 

i 

～ 言番、 く書し：∴÷〆－ �メ蕊 t I ∴∴ 

宮田ミニバスケットボーl 
スポ”ツ少年団 

全員で最後まで力いっぱい頑張ります！ 
「燦SUNと輝け掴．SUNS」 

i －へ－ユー▲j �i乙●！ ‘主／iIi 

｝・＿霊　草亨夢 � �† 

○ ○ �1．SUN �満 

最後まで諦めないで頑張ります！ 
「完全燃焼！！」 

－l“， 土地』 �� � �∴∴． �十二二二 

「錨∴鱒二　∴∴∴　∴∴慮∴∴ 
1用l �� �i　lr �� 

i問 （ 峠l � � �．　　∴∴　∴：∴∴ 千言 �し川 ∴∴ ��一記喜子も∴ 　　中 

lI �　　　　　i 蔓！醒＿要事駆璧醒 

ミ �＝ �主語1剛‖【復古 スケット少年団 

全力ディフェンス！全力ルーズポール！ 
チーム一丸、全力バスケで頑張ります！！ 

～　十王ミニバス一同　～ 

慈恵悪罵　∴－丁　場雷護言蝿 

覇 
－ ／姦藷諒闇闇麗離i象 l　　∴ヽ 

1 　　　　　　　　1」 

十王ミニバスケットボーl 
スポーツ少年団 



仲間を信じて、自分を信じて、 
「魂」を込めてプレーします。 

点 く 　！ 

＿《空室～；一室墾蚕桑　　‾／懇望※－ 」後嚇芽毒董蓄貴重曇翼遠雷草堂窒≡醤至芸登 　里美ドリ－ムス 

大好きなチームメイト達と 
一生懸命、全力でバスケを楽しみます！ 

国政1嶽－ ��畠 

∴∴　∴，皿一一一一∵ ��l 

1 ∴∴：∴∴∴∴ 川 手 tI �輝 

〇〇一 �看 

金砂郷クラブ 

6年生　最後の公式試合 
悔いの残らないように。全力プレーで 

頑張ります！！（《0つ／南英　　誌 

：言∴ ’蘭 ．子 �薫掴 蕪田螺 �「ここ1．「 写 ：∴ （／コ さノ �鳴∴＿ 薫甘粕 ∴「∵ 十十 �ニゝ“”ii弼弼肇 ∴ ＋∴ 

墓 大沼 �（ 〃 �葦 スケッ1 年団 �3　年 i 　S 

日頃の練習と仲間を信じ 
ONEFORALLALLFORONEの精神で 

全力で笑顔のバスケをします！！ 

÷i騙－i寛ぎ轡「亜「∵iCi i 　　：： 　　／／‾ 

／／r／887ll，萱ヽヽ 

坂本ミニバスケットボーIl 
スポ”ツ少年団 

燃えろ！聞え！勝利のために！ 
最 ���後まであきらめず、 

全力プレーで頑張ります。 

l ��� � �こt ���88 

巡 閲箭 ���l 子 �！ �l � �凶脇田妨 一●‾ 号・ 対照日豊∴皇／ �園 芸熟練 

陀 �●子 ヨ“● �����雄二：∴ 寝間上 �∴∴∴：： l ■○ �� �1 〇〇〇〇〇〇〇g 

○　○ �皆 �：ヾ　○● � � �� �H　　　　　／▲ � 

」 ���スポーツ少年 ����田 

小柄なチームですが、 
全員バスケでコートを走り頑張ります。 

－ 

∴摘∴∴ぎ ーー＿擁捕まl 　芯 　だ二心‾ 、、‘．00－（ 

ニ葉三二孟一1敦 

∴⊥「∴二「了∵こ「二∴∴∴∴二塁 

大久保ミニバスケットボー） 
スポーツ少年団 

6年生一人で一年間頑張ってきました！ 

最後まで全力で頑張ります！！ 

磯 子∴ ∴ヽ �冊∫ 

㌘ノダノ亡／∴メタノンVノ∠㌔4、騒　ぐとTBALL　TE言女工J 

毘醒　　国璽のi重訓‾ 
スポ”ツ少年団 

小さいチームですが、 
全力で戦います！！ 
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また、地デジllchでニュース放送もいたします！ 
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