
　佐世保大会
【日 時】　令和元年12月7日(土)
【会 場】　佐世保市文化体育館メインアリーナ

　大村大会
【日 時】 令和元年１２月８日（日）
【会 場】 シーハットおおむら(大村体育文化センター)メインアリーナ

皆様の熱い声援をよろしくお願いいたします!

トヨタ自動車アンテロープスVSシャンソン化粧品シャンソンVマジック

Special　Guest

※　詳細は長崎県バスケットボール協会ホームページをご覧ください。





時　間 NO.

9:30

9:50 1 U15男子1回戦 中央クラブJr VS 西海BBC

10:10 2 U15女子準決勝・① サンクス VS スーパーサイヤ人

10:30 3 U15女子準決勝・② THS VS 中央クラブJr

10:50 4 U12女子① 中央クラブJr VS 長崎Jr+リトル

11:05 5 U15男子準決勝・① ドラゴンジャム VS クロウズ

11:25 6 U15男子準決勝・② 1の勝者 VS アンマー

11:45 7 U12女子② 長崎Jr+リトル VS THS

12:00 8 U12男子 戸町小 VS 中央クラブJr

12:20 9 U15女子敗者戦 2の敗者 VS 3の敗者

12:35 10 U15男子敗者戦 1の敗者 VS 5の敗者

12:50 11 U12女子③ THS VS 中央クラブJr

13:05 12 U18・一般女子 ストレッチ VS チーム純心

13:25

14:20 13 U18・一般男子準決勝・① U18男子A VS
クレイジー・オン・
ザ・ストリート

14:40 14 U18・一般男子準決勝・② U18男子B VS 中央クラブ

15:00 15 U15女子決勝 2の勝者 VS 3の勝者

15:20 16 U15男子決勝 5の勝者 VS 6の勝者

15:40 17 U18・一般男子決勝 13の勝者 VS 14の勝者

16:00

第4・7・11試合のU12女子リーグ戦及び第9・10試合のU15男
女敗者戦は試合時間は7分間とし、15点ノックアウト方式とす
る。

※

タイムスケジュール

侍ボーラーズ・パフォーマンス

大会関係者表彰式・閉会式

開会式

スペシャル・エキシビジョン 馬瓜ステファニー選手・山本麻衣選手

＆

大会関係者

侍ボーラーズ

トヨタ自動車アンテロープス



4 11

アンマー

16

5 6

U15男子トーナメント表

1
ドラゴンジャム クロウズ 中央クラブJr 西海BBC

9

U12女子リーグ表

10

U15女子トーナメント表

15

2 3

サンクス スーパーサイヤ人 THS 中央クラブJr

U18・一般男子トーナメント表

17

中央クラブJr

長崎Jr+リトル 7 THS

ストレッチ 12 チーム純心

U18・一般女子

U12男子

戸町小 8 中央クラブJr

13 14

U18男子A
クレイジー・オン・ザ

・ストリート U18男子B 中央クラブ



番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

0 湯　川 　真　央 ユガワ　マオ 4 今　村　 瑛　志 イマムラ　エイシ

7 堀　 江 　　　諒 ホリエ　リョウ 14 水　口 　喜　心 ミズグチ　キシン

48 大　井 　翔　太 オオイ　ショウタ 12 中　 嶋　 　　章 ナカシマ　アキラ

12 藤　井　 元　気 フジイ　ゲンキ 10 本　田 　蕗　以 ホンダ　ロイ

番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

35 間賦口　小 瑛 マブグチ　サヨ 21 石　橋　穂乃香 イシバシ　ホノカ

2 高　倉 　寧　々 タカクラ　ネネ 31 山　崎　 水　月 ヤマサキ　ミズキ

84 今　井 　空　那 イマイ　ソナ 26 下　田　 彩　和 シモダ　サワ

87 小　串　香莉奈 コグシ　カリナ 25 富　永　 真　桜 トミナガ　マオ

番号 氏名 フリガナ

4 苑　田　侑依和 ソノダ　ユイナ

5 加　茂 　裕　美 カモ　ヒロミ

7 中　嶋  　と　わ ナカシマ　トワ

8 島　田　 あおい シマダ　アオイ

【U12男子】

【U12女子】

長崎Jr.+リトル

CHUO CLUB Jr.(中央クラブジュニア) 戸町小学校

CHUO CLUB Jr.(中央クラブジュニア) THS(ティー・エイチ・エス)



番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

3 片　山 　海　王 カタヤマ　カイオウ 1 谷 　　俊 太 朗 タニ　シュンタロウ

4 馬　 場 　　　輝 ババ　アキラ 2 西　田 　真　希 ニシダ　シンキ

5 太　田　龍之介 オオタ　リュウノスケ 3 四　本 　侃　多 ヨツモト　カンタ

6 安　　形　　　秋 アンガタ　シュウ 4 市　丸 　翔　大 イチマル　ショウタ

番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

91 渡　部　孝士郎 ワタベ　コウシロウ 4 辻　山 　創　太 ツジヤマ　ソウタ

30 牟　田　 晃　成 ムタ　コウセイ 5 鈴　田 　孝　平 スズタ　コウヘイ

18 川　内　祥太郎 カワウチ　ショウタロウ 6 鈴　田 　祐　大 スズタ　ユウダイ

77 川　 内　 　　悠 カワウチ　ユウ 7 出　島　 梛　凪 デジマ　ナギ

番号 氏名 フリガナ

35 大　江 　悠　斗 オオエ　ユウト

1 宮 　田 　　　恩 ミヤタ　メグム

88 藤　 原　　　 輝 フジワラ　ヒカル

32 神　塚 　琉　希 カミツカ　リュウキ

【U15男子】

アンマー

西海中学校CHUO CLUB Jr.(中央クラブジュニア)

DRAGON JAM(ドラゴンジャム)CROWS(クロウズ)



番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

11 湯　　川　　　凛 ユガワ　リン 27 川　内 　美　瑚 カワウチ　ミコ

26 阿比留 陽菜乃 アビル　ヒナノ 24 内　田　 真　夏 ウチダ　マナツ

39 間賦口 真優佳 マブグチ　マユカ 32 下　田　 きあら シモダ　キアラ

27 大　井 　彩　加 オオイ　アヤカ 26 宮　崎　ほのか ミヤザキ　ホノカ

番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

1 藤　山  なずな フジヤマ　ナズナ 12 木　下 　絢　音 キノシタ　アヤネ

2 後　田 　紗　希 ウシロダ　サキ 13 中　村 　真　都 ナカムラ　マコト

3 森 　高 　　　楓 モリタカ　カエデ 14 吉　川 　礼　乃 ヨシカワ　アヤノ

4 原　　 　未 　来 ハラ　ミライ 15 津　行 　花　音 ツユキ　カノン

THANKS(サンクス) スーパーサイヤ人

【U15女子】
CHUO CLUB Jr.(中央クラブジュニア) THS(ティー・エイチ・エス)



番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

11 岩　永 　慶　香 イワナガ　キョウカ 18 石丸　実佳 イシマル　ミカ

9 入　口 　梨　紗 イリグチ　リサ 12 牧島　朱里 マキシマ　アカリ

7 鬼 　塚 　　　凪 オニヅカ　ナギ 20 大川　詩織 オオカワ　シオリ

21 藤　田 　胡　桃 フジタ　クルミ 24 前川　綾香 マエカワ　アヤカ

番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

7 谷　川 　海　斗 タニガワ　カイト 6 寺　  崎　　　廉 テラサキ　レン

8 喜　多 　伊　織 キタ　イッサ 7 岩　崎　海凪人 イワサキ　ミナト

9 西　野 　浩　史 ニシノ　ヒロシ 8 森　 　 弘 　 毅 モリ　コウキ

10 ングンザアーノルド ングンザアーノルド 9 岩　谷　 吉　高 イワタニ　ヨシタカ

番号 氏名 フリガナ 番号 氏名 フリガナ

5 竹　口 　大　亮 タケグチ　ダイスケ 1 笹　崎　 和　輝 ササザキ　カズキ

9 水　田 　亨　耶 ミズタ　ナオヤ 2 大　川　 巧　哉 オオカワ　コウヤ

13 出　口 　剛　士 イデグチ　タケシ 3 中　 村　　　司 ナカムラ　ツカサ

11 Cory Serfoss コリー　サーフォス 4 早　田 　昌　也 ソウダ　マサヤ

【U18男子・一般男子】

【U18女子・一般女子】
Team Junshin(チーム純心) ストレッチ

CHUO CLUB(中央クラブ) クレイジー・オン・ザ・ストリート

U18男子A U18男子B
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