
NO 氏名 氏名（かな） 所属チーム 学年 都道府県

1 八重樫　ショーン龍 やえがし　しょーんりゅう 180 cm 北上市立北上中学校 / 岩手ビックブルズ U15 中学3年 岩手県

2 三浦　敦泰 みうら　あつひろ 186 cm 多賀城市立東豊中学校 / 仙台89ERS U15 中学3年 宮城県

3 内藤　晴樹 ないとう　はるき 185 cm 秋田市立城東中学校 / 秋田ノーザンハピネッツ U15 中学3年 秋田県

4 加藤　律輝 かとう　りつき 182 cm 山形市立第六中学校 / 山形ワイヴァン U15 中学3年 山形県

5 星川開聖 ほしかわ　かいせい 190 cm 宇都宮市立鬼怒中学校 / 宇都宮ブレックス U15 中学3年 栃木県

6 川島　悠翔 かわしま　ゆうと 194 cm 無限 NO LIMIT GUNMA 中学2年 群馬県

7 中川　知定真 なかがわ　ちでぃま 189 cm Eagle　Nest　Stage 中学3年 埼玉県

8 坂本　康成 さかもと　こうせい 191 cm 八千代松陰中学校 / アースフレンズ東京Z U15 中学3年 千葉県

9 テーブス　流河 てーぶす　るか 180 cm 実践学園中学校 中学3年 東京都

10 道祖土　聖太 さいど　しょうた 184 cm CONFIANZA東京 中学3年 東京都

11 マックニールキシャーン大河 まっくにーるきしゃーんたいが 183 cm TOKYO SAMURAi 中学3年 神奈川県

12 角野　寛伍 すみの　かんご 174 cm Lusty 中学3年 神奈川県

13 石津　光彩 いしづ　ひいろ 189 cm Lusty 中学3年 神奈川県

14 神戸　辰郎 かんべ　たつろう 192 cm 横浜ビー・コルセアーズ U15 中学3年 神奈川県

15 坂口　大和 さかぐち　やまと 180 cm 七尾市立中島中学校 中学3年 石川県

16 久井　理稔 ひさい　まさとし 180 cm 福井市明道中学校 中学3年 福井県

17 鍋田　憲伸 なべた　けんしん 181 cm ＫＡＩＳＥＩＫＡＮクラブ 中学3年 静岡県

18 三浦　健一 みうら　けんいち 186 cm ＫＡＩＳＥＩＫＡＮクラブ 中学3年 静岡県

19 鈴木　楓大 すずき　ふうた 195 cm ＫＡＩＳＥＩＫＡＮクラブ 中学3年 静岡県

20 大橋　翔太 おおはし　しょうた 198 cm 名古屋市立明豊中学校 / シーホース三河 U15 中学3年 愛知県

21 西村　渉 にしむらわたる 189 cm 津市立橋北中学校 中学3年 三重県

22 大内　海渡 おおうち　かいと 188 cm ＬａｋｅＦｏｒｃｅ　ＢＡＳＫＥＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ 中学3年 滋賀県

23 波多野　心優 はたの　しゅう 184 cm 京都市立加茂川中学校 / 京都ハンナリーズ U15 中学3年 京都府

24 滝本　純也 たきもと　あつや 194 cm ＬａｋｅＦｏｒｃｅ　ＢＡＳＫＥＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ 中学3年 京都府

25 髙山　鈴琉 たかやま　れいる 169 cm 京都精華学園中学校 中学3年 京都府

26 野﨑　稜太 のざき　りょうた 177 cm KAGO CLUB 中学3年 大阪府

27 小田　健太 おだ　けんた 186 cm Verde Marugame 中学3年 岡山県

28 湧川　颯斗 わくかわ　はやと 190 cm Furuta kings 中学3年 広島県

29 内藤　英真 ないとう　えいしん 178 cm B-ROCKS 中学3年 福岡県

30 門川　太一 かどかわ　たいち 192 cm 熊本市立白川中学校 / 熊本ヴォルターズ U15 中学3年 熊本県

185.4 cm

身長

平均身長(cm) ――

2019 年度 U15 ナショナル育成センター (男子) 第 1 回キャンプ参加選手 

※所属・学年は 2019 年 11 月 9 日現在


