
近畿女性バスケットボール交歓大会　　　結果一覧表

優勝 BABY　CHICK (和) 香芝女子BBクラブ (奈)

２位 オンマーズ (大) SPAICE　JAM (京)

３位 奈良グリーンクラブ (奈) ミセスドルフィンズ (大)

優勝 R　　J　　C (滋) 桜香クラブ (兵)

２位 BABY　CHICK (和) オーキッド (大)

３位 亜仁麻留 (大) B*Friends (京)

優勝 オンマーズ (大) カンガルー (滋) LOVELY京都 (京) FINE (兵)

２位 香芝女子BBクラブ (奈) PEP　CLUB (兵) 西神ママドル (兵) マミーズ (大)

３位 朝籠団 (兵) Marchin's (京) 大阪シニア (大)

優勝 LOVELY京都 (京) 桜香クラブ (兵) BB　ジェイズ (大) FINE (兵)

２位 エンドレス (兵) OFF　BEAT (京) ビッグママ (兵) マミーズ (大)

３位 らりるれろ (大) 若葉クラブ (滋) 西神ママドル (兵)

優勝 ディージ―ダック (大) 亜仁麻留 (大) LOVELY京都 (京) FINE (兵)

２位 若葉クラブ (滋) 橿原ASUKA (奈) 池田さつきクラブ (大)

３位 OFF　BEAT (京) ラウンド・カンパニー (兵) 奈良グリーンクラブ (奈)

優勝 OFF　BEAT (京) カンガルー (滋) JOYO  CLUB (大) FINE (兵)

２位 奈良グリーンクラブ (奈) 桜香クラブ (兵) BB　ジェイズ (大)

３位 亜仁麻留 (大) 香芝女子BBクラブ (奈) 奈良グリーンクラブ (奈)

優勝 ROOKIE (奈) OFF　BEAT (京) 頑婆大阪 (大)

２位 亜仁麻留 (大) OJIN (大) 西神ママドル (兵)

３位 若葉クラブ (滋) カンガルー (滋) 奈良グリーンクラブ (奈) 若葉＆びわこ (滋)

優勝 ROOKIE (奈) ディージ―ダック (大) JOYO  CLUB (大)

２位 LOVELY京都 (京) 香芝女子BBクラブ (奈) 奈良グリーンクラブ (奈)

３位 らりるれろ (大) 桜香クラブ (兵) びわこクラブ (滋)

優勝 ROOKIE (奈) オンマーズ (大) JOYO  CLUB (大)

２位 ラウンド (兵) 西神ママドル (兵) LOVELY京都 (京)

３位 Marchin's (京) 若葉クラブ (滋) 池田さつきクラブ (大)

優勝 ディージ―ダック (大) オンマーズ (大) LOVELY京都 (京)

２位 RJC (滋) ラウンド (兵) カンガルー (滋)

３位 ROOKIE (奈) 奈良グリーンクラブ (奈) JOYO  CLUB (大)

優勝 大黒天 (大) ARASHI (大) LOVELY京都 (京)

２位 Marchin's (京) BB醍醐 (京) MARS (京)

３位 ROOKIE (奈) びわこクラブ (滋) JOYO  CLUB (大)

優勝 桜香クラブ (兵) オンマーズ (大) ディージ―ダック (大) LOVELY京都 (京)

２位 ROOKIE (奈) BABY　CHICK (和) 奈良グリーンシニア (奈) ゴールデン京都 (京)

３位 JOYO  CLUB (大) WINK (兵) LOVELY京都 (京) 和みGS (大)

優勝 ラウンド (兵) アゲインズ (兵) 奈良グリーンシニア (奈) 和みGS (大)

２位 JOYO  CLUB (大) ROOKIE (奈) LOVELY京都 (京) 兵庫ゴールデンシニアB (兵)

３位 MARS (京) B☆LIKE (京) エンドレスローズ (兵) MIX京都 (京)

優勝 Hime G! (兵) ラウンド (兵) ディージ―ダック (大) 和みGS (大)

２位 オリーブ (大) Ｇ．Peace (大) LOVELY京都 (京) ゴールデン京都 (京)

３位 香芝女子ＢＢクラブ (奈) ＢＬＩＫＥ (京) 桜香コミックス (兵) 兵庫ゴールデンシニアＢ (兵)

優勝 大黒天 (大) COLOR (和) LOVELY京都 (京) 兵庫ゴールデンA (兵)

２位 RJC (滋) ビッグママ (兵) オンマーズ (大) ゴールデン京都 (京)

３位 すぷらうと (京) JOYO  CLUB (大) エンドレスローズ (兵) 和みGS (大)

兵庫ゴールデンB (兵)

優勝 エンドレス (兵) デイジーダック (大) 和みGS (大)

２位 芦屋シーサイド (兵) エンドレスローズ (兵) ゴールデン京都 (京)

３位 COLOR (和) さつきくらぶ (京) LOVELY京都 (京)

４位 RJC (滋) カンガルー (滋)

優勝 Think rich (奈) LOVELY京都Y (京) さつきくらぶ (京) 兵庫ゴールデンA (兵)

２位 エンドレス (兵) 香芝女子ＢＢクラブ (奈) 奈良グリーンシニア (奈) 兵庫ゴールデンB (兵)

３位 One☆bee (京) 西神ママドル (兵) RJC (滋) 和みGS (大)

オーバンズ (大)
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