
NO 氏　名 氏名（かな） 身長 所属 都道府県

1 中辻　竜哉 なかつじ　たつや 167 レバンガ北海道U15 北海道

2 星　鼓太郎 ほし　こたろう 176 東北学院中学校 宮城

3 後藤　宙 ごとう　そら 174 酒田市立第六中学校 山形

4 布川　稜馬 ふかわ　りょうま 190 山形市立第六中学校 山形

5 渡邉　伶音 わたなべ　れおん 190 八千代松陰中学校 千葉

6 ギバ俐希　カトゥ ぎばりき　かとぅ 182 Basketball Club 筑波 Evolution 茨城

7 グビノグンオサゼデロック ぐびのぐんおさぜでろっく 176 たんぽぽバスケットボール教室 埼玉

8 東　龍輝 あずま　りゅうき 181 HANABUSA T.B.C 埼玉

9 中田　直斗 なかた　なおと 173 横須賀市立大矢部中学校 神奈川

10 小張　智仁 おばり　ともひと 180 八千代松陰中学校 千葉

11 和田　拓磨 わだ　たくま 182 千葉ジェッツU15 千葉

12 坂下　耀介 さかした　ようすけ 183 白山市立美川中学校 石川

13 高田　将吾 たかた　しょうご 183 富山市立奥田中学校 富山

14 千保　銀河 せんぼ　ぎんが 179 滑川市立滑川中学校 富山

15 小林　吏駒 こばやし　りく 168 新潟市立新潟柳都中学校 新潟

16 保坂　斡希 ほさか　あつき 174 四日市メリノール学院 愛知

17 三谷　拓夢 みたに　たくむ 182 ファイティングイーグルスU15/一宮市立木曽川中学校 愛知

18 角竹　弘多 すみたけ　こうた 179 高山市立東山中学校 岐阜

19 東郷　然 とうごう　ぜん 175 京都精華学園中学校 京都

20 新開　温矢 しんかい　あつや 175 京都ハンナリーズU15/長岡京市立長岡中学校 京都

21 瀬川　琉久 せがわ　りく 177 神戸市立本山南中学校 兵庫

22 馬場　瑠音 ばば　りゅうと 182 神戸市立湊川中学校 兵庫

23 竹内　琉人 たけうち　りゅうと 167 神戸市立本山南中学校 兵庫

24 日髙　優麒 ひだか　ゆうき 183 周南市立住吉中学校 山口

25 南川　陸斗 なんかわ　りくと 173 広島ドラゴンフライズU15 広島

26 内藤　英俊 ないとう　えいしゅん 172 西福岡REBIRTH 福岡

27 毎熊　梁 まいくま　りょう 179 雲仙市立吾妻中学校 長崎

28 橋口　幸輝 はしぐち　こうき 179 五十市レッドグリフィンズ 宮崎

29 玉城　駿介 たまき　しゅんすけ 174 浦添市立港川中学校 沖縄

177.7平均身長（cm） -

2019年度U13ナショナル育成センター　第1回キャンプ　男子参加者名簿



ＮＯ 氏　名 氏　名（かな） 身長 所　属 都道府県

1 北村　陽奈子 きたむら　ひなこ 170 札幌市立西岡北中学校 北海道

2 阿部　心愛 あべ　ここあ 169 Earnest 宮城

3 長谷部　こころ はせべ　こころ 172 秋田大学教育文化学部付属中学校 秋田

4 宮林　美優 みやばやし　みゆ 175 山形ワイヴァンズU15 山形

5 佐藤　心亜 さとう　ここあ 173 男鹿市立男鹿東中学校 秋田

6 永山　鈴 ながやま　りん 161 いわき市立中央台南中学校 福島

7 斉藤　怜奈 さいとう　れね 163 Earnest 宮城

8 コールドスノー山野　愛鈴音 こーるどすのーやまのまりおん 175 八王子市立甲ノ原中学校 東京

9 モハメドアミナトゥ　美早希 もはめどあみなとぅみさき 172 相模女子大学中学部 神奈川

10 中川　櫻 なかがわ　さくら 171 相模女子大学中学部 神奈川

11 川田　奈波 かわた　ななみ 173 BONDS茨城 茨城

12 高柳　胡桃 たかやなぎ　くるみ 173 BONDS茨城 茨城

13 齋田　夢良 さいだ　ゆら 164 サザンギャルズ1031 栃木

14 梅田　帆夏 うめだ　ほのか 178 翔凜中学校 千葉

15 安田　笑顔 やすだ　にこり 174 翔凜中学校 千葉

16 メンディー　シアラ めんでぃー　しあら 177 君津市立八重原中学校 千葉

17 月松　蒼 つきまつ　そら 164 昭和学院中学校 千葉

18 濵柗　あかり はままつ　あかり 173 富山市立奥田中学校 富山

19 平野　里奈 ひらの　りな 169 あわら市立金津中学校 福井

20 オオサトアリシア　藍依 おおさとありしあ　あい 175 J.Sphere 愛知

21 深津　唯生 ふかつ　ゆいな 170 四日市メリノール学院 三重

22 岡田　彩葉 おかだ　いろは 158 ブルーイーグル 愛知

23 永福　歩暖 えいふく　ほのか 164 四日市メリノール学院 三重

24 林　咲良 はやし　さら 160 京都精華学園中学校 京都

25 大林　蒼空 おおばやし　そら 166 百合学院中学校 兵庫

26 白石　弥桜 しらいし　みお 176 古田エクスカリバーBBC 広島

27 村上　優奈 むらかみ　ゆな 156 北九州市立菊陵中学校 福岡

28 マッケイ　光櫻林 まっけい　きおな 165 PANTHRS Jr 大分

29 東　和奏 ひがし　わかな 180 熊本市立力合中学校 熊本

30 角田　絆奈 かくだ　はんな 173 那覇市立安岡中学校 沖縄

169.4平均身長（cm） -
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