
開催月日 参加チーム数 優　勝　チ　ー　ム

平成5年 男子　　８ 男子：小泊小ミニバス

1月17日 女子　　８ 女子：津幡町ミニバス

平成5年 男子　２１ 男子：羽咋ミニバスケットボールクラブ

7月31日～8月1日 女子　２１ 女子：輪島レッドイーグルス

平成6年 男子　２１ 男子：珠洲市ミニバスケットボール教室

7月30日～31日 女子　２０ 女子：輪島レッドイーグルス

平成7年 男子　２３ 男子：加賀ミニバスケットボールクラブ

7月29日～30日 女子　２０ 女子：粟ノ保・羽咋ミニバスケットボールクラブ

平成8年 男子　２１ 男子：粟ノ保・羽咋ミニバスケットボールクラブ

8月3日 ～ 4日 女子　１８ 女子：珠洲市ミニバスケットボール教室

平成9年 男子　２１ 男子：輪島ブルーイーグルス

7月20日～21日 女子　１９ 女子：珠洲市ミニバスケットボール教室

平成10年 男子　２０ 男子：加賀ミニバスケットボールクラブ

7月25日～26日 女子　１７ 女子：中条クーガーズＭＢＣ

平成11年 男子　１９ 男子：加賀ミニバスケットボールクラブ

7月24日～25日 女子　１７ 女子：輪島レッドイーグルス

平成12年 男子　２１ 男子：湊ミニバスケットボールクラブ

7月29日～30日 女子　１９ 女子：加賀ミニバスケットボールクラブ

平成13年 男子　２２ 男子：加賀ミニバスケットボールクラブ

7月28日～29日 女子　２１ 女子：輪島レッドイーグルス

平成14年 男子　２４ 男子：七尾ブルドッグ

8月3日 ～ 4日 女子　２４ 女子：菅原ミニバスケットボールクラブ

平成15年 男子　２４ 男子：七尾ブルドッグ

8月2日 ～ 3日 女子　２４ 女子：志雄町ミニバスケットボール教室

平成16年 男子　２４ 男子：御園ミニバスケットボールクラブ

7月31日～8月1日 女子　２４ 女子：小木ミニバスケットボールクラブ

平成17年 男子　３０ 男子：加賀ミニバスケットボールクラブ

7月30日～31日 女子　３４ 女子：小木ミニバスケットボールクラブ

平成18年 男子　３６ 男子：御園ミニバスケットボールクラブ

7月29日～30日 女子　２８ 女子：粟ノ保・羽咋ミニバスケットボールクラブ

平成19年 男子　３５ 男子：七尾ブルドッグ

7月28日～29日 女子　２８ 女子：辰口ミニバスケットボールクラブ

平成20年 男子　３３ 男子：七尾ブルドッグ

7月26日～27日 女子　２９ 女子：七尾ブルドッグ

平成21年 男子　３３ 男子：七尾ブルドッグ

7月25日～26日 女子　３２ 女子：輪島レッドイーグルス

平成22年 男子　３６ 男子：根上ミニバスケットボールクラブ

7月24日～25日 女子　３４ 女子：加賀ミニバスケットボールクラブ

男子Ａ：小坂ミニバスケットボールクラブ

男子Ｂ：菅原ミニバスケットボールクラブ

男子Ｃ：館野ミニバスケットボールクラブ

女子Ｄ：加賀ミニバスケットボールクラブ

女子Ｅ：井上ワイルドキャッツＪｒ．

女子Ｆ：輪島レッドイーグルス
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歴 代 優 勝 チ ー ム

第20回大会
平成23年

5月21日～22日

男子　４５

女子　４２



開催月日 参加チーム数 優　勝　チ　ー　ム

歴 代 優 勝 チ ー ム

男子Ａ：弥生ＭＢＣ

男子Ｂ：小坂ミニバスケットボールクラブ

男子Ｃ：宇出津ミニバスケットボールクラブ

男子Ｄ：中島ミニバスケットボールクラブ

男子Ｅ：七尾ブルドッグ

男子Ｆ：加賀ミニバスケットボールクラブ

女子Ａ：加賀ミニバスケットボールクラブ

女子Ｂ：七尾ブルドッグ

女子Ｃ：美川ミニバスケットボールクラブ

女子Ｄ：菅原ミニバスケットボールクラブ

女子Ｅ：戸板ミニバスケットボールクラブ

女子Ｆ：富樫ミニバスケットボールクラブ

男子Ａ：内灘大根布ミニバスケットボール教室

男子Ｂ：根上ミニバスケットボールクラブ

男子Ｃ：伏見台ミニバス

男子Ｄ：七尾ブルドッグ

男子Ｅ：辰口ミニバスケットボールクラブ

男子Ｆ：菅原ミニバスケットボールクラブ

女子Ａ：戸坂ミニバスケットボールクラブ

女子Ｂ：加賀ミニバスケットボールクラブ

女子Ｃ：辰口ミニバスケットボールクラブ

女子Ｄ：美川ミニバスケットボールクラブ

女子Ｅ：輪島レッドイーグルス

女子Ｆ：北陽ミニバスケットボールスポーツ少年団

男子Ａ：北陽ミニバスケットボールスポーツ少年団

男子Ｂ：加賀ミニバスケットボールクラブ

男子Ｃ：鶴来ミニバスケットボール教室

男子Ｄ：内灘大根布ミニバスケットボール教室

男子Ｅ：美川ミニバスケットボールクラブ

男子Ｆ：中島ミニバスケットボールクラブ

女子Ａ：大徳ミニバスケットボールクラブ

女子Ｂ：輪島レッドイーグルス

女子Ｃ：富樫ミニバスケットボールクラブ

女子Ｄ：田鶴浜クレーンズ

女子Ｅ：津幡スワンズＭＢＣ

女子Ｆ：七尾ブルドック

男子Ａ：七尾ブルドッグ

男子Ｂ：森山メープルズ

男子Ｃ：津幡オーサンズ

男子Ｄ：押野イエローコメッツ

男子Ｅ：野々市ミニバスケットボールクラブ

男子Ｆ：中島ミニバスケットボールクラブ

女子Ａ：輪島レッドイーグルス

女子Ｂ：田鶴浜クレーンズ

女子Ｃ：泉野ミニバスケットボールクラブ

女子Ｄ：加賀ミニバスケットボールクラブ

女子Ｅ：寺井ダイヤモンドフィエット

女子Ｆ：津幡スワンズＭＢＣ

第23回大会
平成26年

男子　５０

5月10日～11日

女子　４４

女子　４２

男子　４８

平成24年
5月12日～13日

第21回大会

第24回大会
平成27年

男子　５０

5月9日～10日

女子　４４

平成25年
5月11日～12日

第22回大会

男子　５０

女子　４４



開催月日 参加チーム数 優　勝　チ　ー　ム

歴 代 優 勝 チ ー ム

男子Ａ：田鶴浜ヒート

男子Ｂ：根上ミニバスケットボールクラブ

男子Ｃ：中島ミニバスケットボールクラブ

男子Ｄ：加賀ミニバスケットボールクラブ

男子Ｅ：小坂ミニバスケットボールクラブ

男子Ｆ：能登香島ミニバスケットボールクラブ

女子Ａ：戸板ミニバスケットボールクラブ

女子Ｂ：館野ミニバスケットボールクラブ

女子Ｃ：富樫ミニバスケットボールクラブ

女子Ｄ：七尾ブルドッグ

女子Ｅ：輪島レッドイーグルス

女子Ｆ：加賀ミニバスケットボールクラブ

男子Ａ：すずミニバスケットボール教室

男子Ｂ：田上ミニバスケットボールクラブ

男子Ｃ：御園ミニバスケットボールクラブ

男子Ｄ：鞍月ミニバスケットボールクラブ

女子Ａ：加賀ミニバスケットボールクラブ

女子Ｂ：美川ミニバスケットボールクラブ

女子Ｃ：泉野ミニバスケットボールクラブ

女子Ｄ：田鶴浜クレーンズ

男子Ａ：三和ミニバスケットボールクラブ

男子Ｂ：鞍月ソルジャーズ

男子Ｃ：津幡オーサンズ

男子Ｄ：千代野ミニバスケットボールスポーツ少年団

女子Ａ：七尾ブルドッグ

女子Ｂ：輪島レッドイーグルス

女子Ｃ：中島ミニバスケットボールクラブ

女子Ｄ：富樫ミニバスケットボールクラブ

男子Ａ：宝達ミニバスケットボールクラブ

男子Ｂ：田鶴浜ヒート

男子Ｃ：中島ミニバスケットボールクラブ

男子Ｄ：七尾ブルドッグ

女子Ａ：輪島レッドイーグルス

女子Ｂ：羽咋ウイングスミニバスケットボールクラブ

女子Ｃ：田鶴浜クレーンズ

女子Ｄ：鞍月HoneybeeStars☆

男子Ａ：

男子Ｂ：

男子Ｃ：

男子Ｄ：

女子Ａ：

女子Ｂ：

女子Ｃ：

女子Ｄ：

第28回大会
令和元年

男子　５０

5月11日～12日

女子　４８

第26回大会
平成29年

男子　５２

5月13日～14日

女子　４６

第25回大会
平成28年

男子　４８

5月14日～15日

女子　３９

第27回大会
平成30年

男子　５０

5月12日～13日

女子　４８

第29回大会
令和2年

男子　

5月9日～10日

女子　


