
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 千葉県 1 茨城県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 東京都 2 茨城県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 神奈川県 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 茨城県 5 茨城県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 栃木県 6 群馬県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 群馬県 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 ブロック事務担当者 群馬県 9 山梨県

10 ブロックユース育成マネージャー 神奈川県 10 山梨県

11 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 神奈川県 11 山梨県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 12 埼玉県

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 13 埼玉県

14 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 14 埼玉県

15 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 15 埼玉県

16 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 16 埼玉県

17 神奈川県

18 神奈川県

19 神奈川県

20 神奈川県

21 千葉県

22 千葉県

23 千葉県

24 千葉県

25 東京都

26 東京都

27 東京都

28 東京都

29 東京都

30 東京都

31 栃木県

32 栃木県

33 栃木県

34 埼玉県

35 埼玉県

菅野　達海 日本学園高校

長根　賢太 日体大柏高校

濱野　裕稀 県立幕張総合高校

原　大晴 東京高校

キング　開 アレセイア湘南高校

杉山　　碧 アレセイア湘南高校

小宮　優大 県立厚木東高校

鈴木　響希 桐光学園高校

中村　敬子 県立浦和西高校

成田　靖 正智深谷高校

飯野　英利 正智深谷高校

高橋　努 県立川口北高校

井上　裕史 県立浦和工業高校

　渡辺　諒一 正智深谷高校

山本　仁 県立滑川総合高校

相馬　俊介 県立宇都宮工業高校

宇梶　温哉 県立宇都宮工業高校

春山　歩夢 県立宇都宮工業高校

小玉　大智 実践学園高校

木村　圭吾 八王子学園八王子高校

鴇田　風馬 八王子学園八王子高校

ミサカボベニ 埼玉栄高校

東海林　奨 昌平高校

遠藤　涼真 八王子学園八王子高校

野﨑　由之 市立船橋高校

小松　史明 県立幕張総合高校

勝山　大輝 正智深谷高校

渡部　琉 正智深谷高校

田中　志門 埼玉栄高校

半田　真一郎 一般社団法人神奈川県バスケットボール協会　専務理事 藤崎　明日海 県立甲府西高校

太田　大稀 県立市川高校中野　勝延 県立金井高校

古田　厚司 県立日川高校 萩原　健斗 前橋育英高校

澁澤　克利 県立桐生工業高校 高原　裕也 県立日川高校

高崎　徹 県立宇都宮工業高校 佐藤　大介 桐生第一高校

渡辺　英輔 県立吉井高校 松原　諒 県立高崎商業高校

祐木　毅　 県立浦和北高校 高橋　康太 県立下妻第一高校

佐藤　豊文 県立取手第二高校 松本　アイクバリー 常磐大学高校

成田　英二 海城高校 山崎　凜 土浦日本大学高校

河野　裕一 横須賀市立横須賀総合高校 吉田　崇紘 土浦日本大学高校
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近藤　義行 船橋市立船橋高校 中川　祥一郎 県立取手第二高校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 千葉県 1 茨城県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 東京都 2 茨城県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 神奈川県 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 群馬県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 茨城県 5 群馬県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 栃木県 6 群馬県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 群馬県 7 埼玉県

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 山梨県 8 埼玉県

9 ブロックユース育成マネージャー 神奈川県 9 埼玉県

10 ブロック事務担当者 山梨県 10 埼玉県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 11 埼玉県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 12 埼玉県

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 13 山梨県

14 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 14 山梨県

15 現地スタッフ（開催地の補助役員） 埼玉県 15 山梨県

16 神奈川県

17 神奈川県

18 神奈川県

19 神奈川県

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 東京都

29 東京都

30 栃木県

31 栃木県

32 栃木県

33 埼玉県

小笠原　彩香 東京成徳大学高校

山下　詩織 昭和学院高校

星　杏璃 昭和学院高校

木村　亜美 東京成徳大学高校

工藤　柚葉 県立座間高校

北越　春香 船橋市立船橋高校

佐古　愛 昭和学院高校

浅見　和寿 県立松山高校

嶋田　美渚 県立海老名高校

塩川　優太 県立児玉高校

渡辺　恵理 川越市立川越高校

津留崎　治子 さいたま市立大宮西高校

強瀬　篤 埼玉平成高校

佐坂　明音 山村学園高校

丸山　美怜 作新学院高校

星　ミョーチョン 白鷗足利高校

菅谷　夏海 宇都宮中央女子高校

三好　青花 東京成徳大学高校

奥山　理々嘉 八雲学園高校

奥野　聖 八雲学園高校

三枝　歩美 富士学苑高校

髙野　七海 県立日川高校

大原　咲織 東京成徳大学高校

宮　優里奈 アレセイア湘南高校

渡辺　菜緒 アレセイア湘南高校

佐藤　彩乃 山村学園高校

浅野　佑夏 山村学園高校

今井　美沙樹 富士学苑高校

西垂水　栄作 川崎市立高津高校 大和　千夏 埼玉栄高校

宮下　敏治 県立吉田高校 木村　モニカ 山村学園高校

平田　剛久 前橋市立前橋高校 石川　愛 埼玉栄高校

逆瀬川　慶文 県立韮崎高校 神山　夢来 埼玉栄高校

筑波　大 明秀学園日立高校 高林　奈々 高崎商業高校

下島　健一 県立宇都宮中央女子高校 秋山　桃葉 前橋市立前橋高校

岡崎　朝夫 県立座間高校 廣瀬　実子 土浦日本大学高校

伊澤　暁 県立草加西高校 阿部　光里 市立太田高校

池端　直樹 千葉経済大附属高校 柴田　真希 県立水戸第二高校

八角　一葉 国本女子高校 児玉　志織 土浦日本大学高校
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