
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 茨城県 1 茨城県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 栃木県 2 茨城県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 群馬県 3 茨城県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 埼玉県 4 茨城県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 千葉県 5 栃木県

6 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 東京都 6 栃木県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 神奈川県 7 群馬県

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 山梨県 8 群馬県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 9 群馬県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 10 群馬県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 11 群馬県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 12 埼玉県

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 13 埼玉県

14 ブロック協会代表者（理事長等） 群馬県 14 埼玉県

15 ブロックユース育成マネージャー 埼玉県 15 埼玉県

16 ブロック事務担当者 東京都 16 埼玉県

17 埼玉県

18 埼玉県

19 千葉県

20 千葉県

21 千葉県

22 千葉県

23 千葉県

24 東京都

25 東京都

26 東京都

27 東京都

28 神奈川県

29 神奈川県

30 神奈川県

31 神奈川県

32 山梨県

33 山梨県

34 山梨県

降簱　祐飛 立川市立立川第二中学校

岩井　慧太郎 立川市立立川第二中学校

神川　大地 船橋市立葛飾中学校

新井 鈴温 オーサスジュニア 八千代松陰中学校

押山　尚弥 千葉市立草野中学校

田口　智靖 さいたま市立南浦和中学校

植松　孝之 世田谷区立芦花中学校

館林市立多々良中学校

蛭間　貞夫 桐生第一高校

大谷　勇

高橋　翔平

玉村町立玉村中学校

藤崎　郁海 山梨市立山梨南中学校

千野　幸丸 甲斐市立敷島中学校

日向野　温 横浜市立釜利谷中学校

中島　徹大 平塚市立金旭中学校

古田　大也 山梨市立山梨南中学校

齋藤　翔吾 実践学園中学校

更科　陽 アレセイア湘南中学校

内田　蒼 アレセイア湘南中学校

中嶋　悠也 さいたま市立上大久保中学校

島崎　輝 ふじみ野市立大井中学校

新井　翔太 実践学園中学校

伊藤　暁 戸田市立新曽中学校

小林　海人 春日部市立豊野中学校

塚本　智裕 成田市立西中学校

山﨑　一涉 松戸市立第一中学校

吉澤　斗真 川越市立大東中学校

渡邉　匠 川越市立川越西中学校

北原　昂 さいたま市立与野東中学校

松本　大輝 新島学園中学校

町田　樹 邑楽町立邑楽中学校桐生市立川内中学校

太田市立宝泉中学校

星野　友幸

後藤　紘則

小林　侑宇太 沼田市立沼田西中学校

茂木　颯 藤岡市立東中学校伊勢崎市立殖蓮中学校

小林　勝哉 富士吉田市立下吉田中学校

清水　博和

井上　達矢 壬生町立南犬飼中学校

森田　翔伍 高崎市立長野郷中学校

清水　浩貴 福生市立福生第二中学校

細木　恵臣 横浜市立豊田中学校

宮内　柊人 稲敷市立江戸崎中学校

御堂地　香楽 宇都宮市立清原中学校

増田　義裕 桶川市立加納中学校

加藤　寛 千葉市立磯辺中学校

大塚　大登 守谷市立けやき台中学校

小瀬戸　文人 水戸市立千波中学校

北條　和寿 宇都宮市立陽北中学校

桒原　伸明 沼田市立沼田西中学校
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宮島　樹生 土浦市立土浦第二中学校久保田　智則 八千代町立八千代第一中学校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 茨城県 1 茨城県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 栃木県 2 茨城県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 群馬県 3 茨城県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 埼玉県 4 栃木県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 千葉県 5 栃木県

6 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 東京都 6 群馬県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 神奈川県 7 群馬県

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 山梨県 8 群馬県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 9 群馬県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 10 群馬県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 11 埼玉県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 12 埼玉県

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 群馬県 13 埼玉県

14 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 群馬県 14 埼玉県

15 ブロック事務担当者 東京都 15 埼玉県

16 埼玉県

17 埼玉県

18 千葉県

19 千葉県

20 千葉県

21 千葉県

22 千葉県

23 東京都

24 東京都

25 東京都

26 神奈川県

27 神奈川県

28 神奈川県

29 山梨県

30 山梨県渡邉　ひまり 富士吉田市立吉田中学校

美口　まつり 相模女子大学中学部

朝比奈　あずさ 横浜市立洋光台第二中学校

山内　和 富士学苑中学校

毛利　青空 横浜市立希望が丘中学校

谷友　あやこ

松澤　年紀

一般社団法人東京都バスケットボール協会

みどり市立福岡中央小学校

五十嵐　真 横浜市立岩崎中学校

荻野　康 甲府市立東中学校

星野　雅美 桐生市立中央中学校

周藤　伸介 太田市立城東中学校

小林　喜弘 渋川市立渋川中学校

柳　貴弘 邑楽町立邑楽南中学校

小野里　健太 太田市立旭中学校

野口　祐子 銚子市立銚子中学校

福島　紀史 八王子市立甲ノ原中学校

蛯原　智司 つくば市立豊里中学校

鈴木　月渚 八王子市立第一中学校

久米田　琉菜 府中市立府中第八中学校

羽賀　理緒 江戸川区立小岩第四中学校

田平　真弥 船橋市立七林中学校

西　ファトゥマ　七南 船橋市立三田中学校

畠山　美咲 習志野市立第三中学校

島田　愛里 春日部市立豊野中学校

花島　百香 昭和学院中学校

田嶋　優希奈 睦沢町立睦沢中学校

田中　望海 川口市立里中学校

沼田　明梨 鶴ヶ島市立藤中学校

ゴルバニー　エルミラ 越谷市立北中学校

古谷　愛莉 越谷市立大相模中学校

加藤　真唯 川越市立高階中学校

ミレック　撫 川口市立南中学校

石川　茜 大泉町立南中学校

堀越梨々夏 館林市立第三中学校

林　望愛 桐生市立桜木中学校

川岸　柚 太田市立太田中学校

神山　南帆 宇都宮市立陽南中学校

井手　陽音 桐生市立桜木中学校

巻野　有希 常総市立石下中学校

河津　真由 宇都宮市立一条中学校

千輝　敦志 前橋市立東中学校

澤木　裕史 春日部市立葛飾中学校

村山　楓月 龍ヶ崎市立城之内中学校

加藤木　暖 水戸市立美野里中学校星　静佳 那須塩原市立厚崎中学校
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