
女子1日日　Aブロック対職義　　　　　　金嶋‥盲■牧小事故♯雷薗

A ブ ロ ッ ク � �嘉鯛 �与野吾北 ��みどりが丘 �得失点量 �嘱位 真鯛 �恕盛装恕離 �A－1 ��▲－3 � � 

与野香北 �▲－1 �禦管禦 ．．主軸‾ �腎頚渾 －ユニふニー 藷謀議 �AT5 � � 

みどりが丘 �Ar3 �A一石 �� � � 

▲コート叩・■蠣蠣　口…Aブロック鼠合　口…8ブロック競合

NO �鴫憫 �対韓 �TO・得点 �響嘱 

1 �訣46 �真鶴　　　　耳　　　与野西北 �瀾胃景 �土呂 

刊璃兼 

2 �10：46 �生浜　　　　　　　　　土昌一 �与野百量 �嘉■ 

与野西量 

3 �11メ帽 �真鯛　　　　＝　　　みどりが丘 �土畠 �生廉 

土呂 

お昼体丑（12鴫J持分一柑韓15分） 

l �13：15 �生浜　　　　ヨ　　　判粛某 �嘉嶋 �嘉鍋 

みどりが丘 

5 �14：15 �与野香北　　　＝　　　みどりが丘 �豊浜 �生ま 

和銅責 

8 �1象15 �土呂　　　　　　　　　判精霊 �みどりが丘 �与野古土 

みどりが丘 

チーム名 ��与野西北ミニバスケットボールスポーツ少年団 

監督名 ��石川　清子 �引率責任書名 �石川　清子 

コーチ名 ��石川　清子 �Aコーチ名 �金内　修 

マネ・－ジャー名 ��加層仁美界 �鞭同審判名 �石川憲子、畿内　鯵 

青書号 �遷幸　名 ��学　年 ��鼻∵畏 

4 �山口　　蒙 ��6　年 ��155 

5 �機　　めい ��6　年 ��155 

＄ �戸薄　集湖 ��6　年 ��154 

7 �中藤ふみか ��5　年 ��150 

8 �中野　壌叢 ��6　年 ��158 

さ �下地　真凪 ��5　年 ��140 

10 �鈴木　紗衰 ��5　年 ��147 

11 �上村　怜褒 ��5　年 ��146 

12 �一　安井あかね ��4　年 ��140 

13 �中西　優奈 ��5　年 ��154 

14 �大桑　珠海 ��4　年 ��143 

15 �野間　沙映 ��4　年 ��145 

18 �長門　未来 ��3　年 ��140 

17 �三股　未森 ��8　年 ��1く姐 

18 �声域　苺彩 ��3　年 ��柑5 

10 �西内　さくら ��3　年 ��130 

20 �三股　羽藍 ��2　年 ��125 

21 �梅村　詩菅 ��2　年 ��128 

22 �中西　愛泰 ��2　年 ��138 

は曇への抱負I十年も大劃＝●加できて・とてもうれし仙ヽ童す。r柵大凱こし・1いや畑蜘フ 　　　　　　　レーJ瞥モットーに．チーム一丸となって尋1推す． 

チーム名 ��真鯛ミニバスケットボールスポーツ少年団 

監雷名 ��石川　裕志 �引率責任書名 �伊藤　大介 

コーチ名 ��壌　浩平 �Aコーチ名 � 

マネージャ一名 �� �帯同審判名 �壌　澹平 

書番号 �選　手　名 ��学　年 ��身長 

4 �伊藤千楼 ��6 ��1劫 

5 �塚本　嘉穂 ��6 ��150 

6 �三浦　咲各 ��6 ��148 

7 �簾田　愛樹 ��6 ��1■l 

8 �前田　レイン　ジャスミン ��6 ��159 

9 �倉島　舞衣 ��6 ��165 

10 �石川　荊菜 ��6 ��141 

11 �井ノロ　優衣 ��5 ��143 

12 �飯田　こころ ��5 ��130 

13 �鈴木批那 ��4 ��141 

14 �松伺い腋臭 ��5 ��144 

15 �横井　愛書 ��4 ��135 

16 � �� �� 

17 � �� �� 

18 � �� �� 

は金への触｝深謀禿諾雷：霊等禦謂法巳名証篭賢の‾ 

チーム名 ��みどりが丘スポーツ少年団ミニバスケットボール部　－ 

監督名 ��濃田　佳央 �引串責任書名 �濃濃　由集 

コーチ名 ��佐轟　弘一 �Aコーチ名 �倭文　集智子 

マネージャー名 ��村河裕子 �帯同審判名 �瀧田　佳央 

青書号 �選手　名 ��学　年 ��身　長 

4 �田村　美空 ��6年 ��158 

5 �濃豊　壌音 ��6年 ��145 

8 �倭文　書套 ��8年 ��145 

7 �村河　乙羽 ��8年 ��145 

8 �大保専操典 ��〇年 ��145 

9 �豊　　嶋糞 ��5年 ��帽0 

10 �小田垣　詠歌 ��5年 ��143 

11 �開口　夏美 ��5年 ��160 

12 � �吉澤　佳奈葵 �5年 ��143 

13 �小野口　琴音 ��4年 ��150 

14 �吉原　花亜矢 ��3年 ��125 

15 � �套素　藍 �3年 ��133 

16 �加藤　蓼乃 ��2年 ��130 

17 �黒川　事々 ��2年 ��130 

18 �兼川　美優 ��2年 ��130 

は食への触｝課業競ご警三雲意≡蒜訂ドのある廟 


