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（※表中黄色表示の選手はベンチ入りのみ。コンディションの都合によりプレーはしません） 

■Team Action (HOME：淡色ユニフォーム)  

 

 

 

■Team Power (AWAY：濃色ユニフォーム) 

 

 

 

「BASKETBALL ACTION2020 SHOWCASE」 第三部： 
「5 人制男女代表チーム SHOWCASE」 後半 (男子) 

「5人制男子代表 Showcase by SoftBank」 出場予定選手 (※背番号あり / チーム分け) 

役職  氏　名 (LASTNAME, Firstname) 所　属

ヘッドコーチ ラマス　フリオ (LAMAS, Julio) 公益財団法人日本バスケットボール協会

アシスタントコーチ 佐古　賢一 (SAKO, Kenichi) 公益財団法人日本バスケットボール協会

役職  氏　名 (LASTNAME, Firstname) 所　属

ヘッドコーチ マンドーレ エルマン (MANDOLE, Herman) 公益財団法人日本バスケットボール協会

アシスタントコーチ 鈴木　良和 (SUZUKI, Yoshikazu) 株式会社ERUTLUC

【備考】 

※年齢・所属は 2020 年 8 月 14 日現在  

※ポジション (P) ： PG-ポイントガード、SG-シューティングガード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター: 

 

 

№  氏　名 (LASTNAME, Firstname) P
身長
(cm)

体重
(㎏)

生年月日　 (年齢)  所 属 出身校 出身地

2  富樫 勇樹 (TOGASHI, Yuki) PG 167 65 1993/07/30 (27)  千葉ジェッツ モントロス・クリスチャン高校 新潟県

3  辻　直人 (TSUJI, Naoto) SG 185 82 1989/09/08 (30)  川崎ブレイブサンダース 青山学院大学 大阪府

6  比江島 慎 (HIEJIMA, Makoto) SG 191 88 1990/08/11 (30)  宇都宮ブレックス 青山学院大学 福岡県

7  篠山 竜青 (SHINOYAMA, Ryusei) PG 178 78 1988/07/20 (32)  川崎ブレイブサンダース 日本大学 神奈川県

9  ベンドラメ  礼生 (VENDRAME, Leo) PG 186 80 1993/11/14 (26)  サンロッカーズ渋谷 東海大学 福岡県

10  竹内 公輔 (TAKEUCHI, Kosuke) PF 207 100 1985/01/29 (35)  宇都宮ブレックス 慶応義塾大学 大阪府

21  橋本 晃佑 (HASHIMOTO, Kosuke) SF 203 107 1993/05/06 (27)  富山グラウジーズ 東海大学 栃木県

28  駒水 大雅 ジャック (KOMAMIZU, Taiga Jack) PF 201 95 1998/11/04 (21)  大阪エヴェッサ バーモント・テクニカル大学 奈良県

32  シェーファー  アヴィ 幸樹 (SCHAFER, Avi Koki) C 206 107 1998/01/28 (22)  シーホース三河 ジョージア工科大学 大阪府

№  氏　名 (LASTNAME, Firstname) P
身長
(cm)

体重
(㎏)

生年月日　 (年齢)  所 属 出身校 出身地

17  マーフィー アイザイア (MURPHY, Isaiah) SG 194 84 1998/04/10 (22)  広島ドラゴンフライズ イースタンニューメキシコ大学 沖縄県

19  西田 優大 (NISHIDA, Yudai) SG 189 85 1999/03/13 (21)  東海大学 4年 福岡大学附属大濠高校 徳島県

31  橋本 拓哉 (HASHIMOTO, Takuya) SG 188 83 1994/12/03 (25)  大阪エヴェッサ 芦屋大学 大阪府

50  山本 浩太 (YAMAMOTO, Kota) C 204 106 1996/02/13 (24)  三遠ネオフェニックス 東海大学 和歌山県

86  八村 阿蓮 (HACHIMURA, Aren) PF 196 90 1999/12/20 (20)  東海大学 3年 明成高校 富山県

99  小島 エリエット 海 (KOJIMA, Eliet Kai) PF 202 92 1996/12/11 (23)  大阪エヴェッサ シャミナード大学 神奈川県


