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№ 都道府県 カテゴリー チーム名 № 都道府県 カテゴリー チーム名

1 北海道 Bユース レバンガ北海道U15 25 滋賀 クラブ LakeForce BASKETBALL CLUB
2 青森 中学校 つがる市立柏中学校 26 京都 中学校 京都精華学園中学校
3 岩手 Bユース 岩手ビッグブルズU15 27 大阪 Bユース 大阪エヴェッサU15
4 宮城 中学校 東北学院中学校 28 兵庫 クラブ センターサークル
5 秋田 Bユース 秋田ノーザンハピネッツU15 29 奈良 クラブ サンシャインズ
6 山形 Bユース 山形ワイヴァンズU15 30 和歌山 クラブ adorare
7 福島 クラブ ZEPHYRS 31 鳥取 クラブ BlueArrows Jr.
8 茨城 クラブ BONDS茨城 32 島根 中学校 松江市立湖東中学校
9 栃木 Bユース 宇都宮ブレックスU15 33 岡山 クラブ Kurashiki Southern Cross
10 群馬 クラブ 無限　NO LIMIT GUNMA 34 広島 クラブ Furuta kings
11 埼玉 クラブ たんぽぽバスケットボール教室 35 山口 中学校 岩国市立東中学校
12 千葉 クラブ HOOPS4HOPE 36 徳島 クラブ RIZINGS徳島
13 東京 Bユース アースフレンズ東京ZU15 37 香川 クラブ Verde Marugame
14 神奈川 クラブ Lusty 38 愛媛 中学校 松山市立久米中学校
15 山梨 クラブ REVROS BC 39 高知 中学校 高知市立横浜中学校
16 長野 クラブ 三陽クラブ男子バスケットボールクラブ 40 福岡 クラブ B-ROCKS
17 新潟 クラブ Team KAZU 41 佐賀 中学校 伊万里市立伊万里中学校
18 富山 中学校 富山市立奥田中学校 42 長崎 クラブ NAGASAKI
19 石川 クラブ 石川 Challenge Spirits 43 熊本 Bユース 熊本ヴォルターズU15
20 福井 中学校 永平寺町松岡中学校 44 大分 中学校 明豊中学校
21 岐阜 クラブ 本巣ジュニアクラブ 45 宮崎 クラブ LIGARE宮崎
22 静岡 クラブ KAISEIKANクラブ 46 鹿児島 中学校 池田学園池田中学校
23 愛知 クラブ ピュア・チャンプス 47 沖縄 Bユース 琉球ゴールデンキングスU15
24 三重 中学校 四日市メリノール学院中学校

№ 都道府県 カテゴリー チーム名 № 都道府県 カテゴリー チーム名

1 北海道 中学校 北星学園女子中学校 25 滋賀 クラブ LakeForce BASKETBALL CLUB
2 青森 中学校 弘前市立南中学校 26 京都 中学校 京都精華学園中学校
3 岩手 クラブ Orange Indians 27 大阪 中学校 大阪薫英女学院中学校
4 宮城 クラブ Earnest 28 兵庫 クラブ センターサークル
5 秋田 中学校 大仙市立大曲中学校 29 奈良 中学校 大和郡山市立郡山南中学校
6 山形 クラブ HOOP MONSTERS 30 和歌山 クラブ STM
7 福島 クラブ LINK FORCE 31 鳥取 クラブ 北溟クラブ
8 茨城 中学校 下妻市立下妻中学校 32 島根 中学校 松徳学院中学校
9 栃木 クラブ サザンギャルズ1031 33 岡山 中学校 就実中学校
10 群馬 クラブ 無限　NO LIMIT GUNMA 34 広島 クラブ グラシアス広島 女子ジュニアバスケットボールクラブ
11 埼玉 クラブ HANABUSA FALCONS 35 山口 クラブ 山口維新girls
12 千葉 中学校 昭和学院中学校 36 徳島 中学校 藍住町立藍住東中学校
13 東京 中学校 八王子市立第一中学校 37 香川 中学校 丸亀市立西中学校
14 神奈川 クラブ 横浜ビー・コルセアーズU15 38 愛媛 中学校 宇和島市立城東中学校
15 山梨 中学校 甲斐市立敷島中学校 39 高知 中学校 南国市立北陵中学校
16 長野 クラブ nagano nexus 40 福岡 クラブ Galopine
17 新潟 クラブ ablaze 41 佐賀 中学校 佐賀市立鍋島中学校
18 富山 中学校 富山市立奥田中学校 42 長崎 クラブ NAGASAKI
19 石川 クラブ エスペランサ石川 43 熊本 クラブ 熊本FIRE STORM
20 福井 クラブ team FUKUI 44 大分 中学校 大分中学校
21 岐阜 クラブ 岐阜SWOOPS 45 宮崎 クラブ RED WINGS
22 静岡 中学校 沼津市立沼津高等学校中等部 46 鹿児島 中学校 学校法人川島学園れいめい中学校
23 愛知 クラブ J,sphere 47 沖縄 クラブ 松島SUPEREXPRESS
24 三重 中学校 四日市メリノール学院中学校
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