
2018/10/18 現在

No. 氏名 氏名（かな） 身長 所属チーム 学年 都道府県

1 内藤　耀悠 ないとう　てるちか 175 レバンガ北海道U15 中学1年 北海道

2 山岸　竜輔 やまぎし　りゅうすけ 177 苫小牧市立青翔中学校 中学1年 北海道

3 最上　汎 もがみ　ひろむ 173 秋田市立山王中学校 中学1年 秋田県

4 齋藤　大地 さいとう　だいち 171 酒田市立第四中学校 中学1年 山形県

5 遠藤　龍之介 えんどう　りゅうのすけ 167 白河市立白河中央中学校 中学1年 福島県

6 石井　息吹 いしい　いぶき 173 小美玉市立美野里中学校 中学1年 茨城県

7 塩井　陽生 しおい　はるき 169 栃木ブレックスU15 中学1年 栃木県

8 北條　勇吹 ほうじょう　いぶき 169 小山市立小山中学校 中学1年 栃木県

9 川島　悠翔 かわしま　ゆうと 188 無限 NO LIMIT 中学1年 群馬県

10 秋穂　将斗 あきほ　まさと 173 志木市立宗岡第二中学校 中学1年 埼玉県

11 木村　天 きむら　そら 175 本庄東高等学校附属中学校 中学1年 埼玉県

12 諏訪　航平 すわ　こうへい 175 成田市立西中学校 中学1年 千葉県

13 ウィリアムス　ショーン　莉音 うぃりあむす　しょーん　まりおん 186 足立区立第九中学校 中学1年 東京都

14 竹内　龍ノ介 たけうち　りゅうのすけ 186 東海大学菅生高等学校中等部 中学1年 東京都

15 鈴木　凰雅 すずき　おうが 184 横須賀市立武山中学校 中学1年 神奈川県

16 小林　蒼空 こばやし　そら 164 甲府市立西中学校 中学1年 山梨県

17 古畑　和晃 ふるはた　かずあき 170 新潟市立新潟柳都中学校 中学1年 新潟県

18 上田　翔志 うえだ　しょうじ 163 入善町立入善西中学校 中学1年 富山県

19 塚松　奎太 つかまつ　けいた 175 四日市メリノール学院中学校 中学1年 三重県

20 石原　海翔 いしはら　かいと 172
Lake Force
滋賀レイクスターズU15 中学1年 滋賀県

21 片石　光陽 かたいし　こうよう 176 滋賀レイクスターズU15 中学1年 滋賀県

22 佐原　弘一 さはら　こういち 167 八尾市立亀井中学校 中学1年 大阪府

23 河本　直弥 かわもと　なおや 168 鳥取市立湖東中学校 中学1年 鳥取県

24 中島　拓也 なかしま　たくや 179 松江市立湖東中学校 中学1年 島根県

25 坪井　遥生 つぼい　はるき 172 山口大学教育学部附属光中学校 中学1年 山口県

26 十川　虎之助 そがわ　とらのすけ 172 RIZINGS徳島 中学1年 徳島県

27 中海　聡太 なかうみ　そうた 184 石井町立石井中学校 中学1年 徳島県

28 岩下　愛育 いわした　あいすけ 172 西福岡REBIRTH 中学1年 福岡県

29 三輪　大和 みわ　たいと 173 西福岡REBIRTH 中学1年 福岡県

30 伊計　叶貴 いけい　とうき 163 北中城村立北中城中学校 中学1年 沖縄県
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No. 氏名 氏名（かな） 身長 所属チーム 学年 都道府県

1 須藤　歌音 すどう　かのん 169 札幌市立札苗北中学校 中学1年 北海道

2 高瀬　ゆのか たかせ　ゆのか 170 盛岡市立大宮中学校 中学1年 岩手県

3 菅原　ことほ すがわら　ことほ 165 名取市立第二中学校 中学1年 宮城県

4 菅原　苺波 すがわら　いちは 166 大仙市立大曲中学校 中学1年 秋田県

5 村田　優希 むらた　ゆき 169 秋田市立泉中学校 中学1年 秋田県

6 西田　美咲 にしだ　みさき 167 郡山市立郡山第三中学校 中学1年 福島県

7 清水　瑠奈 しみず　るな 168 下妻市立下妻中学校 中学1年 茨城県

8 東　小姫 ひがし　さき 171 日光PHOENIX 中学1年 栃木県

9 蔀　桃菜 しとみ　ももな 170 松伏町立松伏中学校 中学1年 埼玉県

10 坂口　彩花 さかぐち　あやか 166 習志野市立第一中学校 中学1年 千葉県

11 瑠離垣　舞 るりがき　まい 153 浦安市立見明川中学校 中学1年 千葉県

12 新井　悠乃 あらい　はるの 166 日本体育大学桜華中学校 中学1年 東京都

13 山田　英真 やまだ　えま 174 日本体育大学桜華中学校 中学1年 東京都

14 殖栗　佳穂 うえくり　かほ 169 横浜市立今宿中学校 中学1年 神奈川県

15 絈野　夏海 かせの　なつみ 160 松本市立波田中学校 中学1年 長野県

16 中井　あげは なかい　あげは 169 新潟清心女子中学校 中学1年 新潟県

17 秋葉　妃奈詩 あきば　ひなた 174 四日市メリノール学院中学校 中学1年 三重県

18 黒川　心音 くろかわ　ここね 162 四日市メリノール学院中学校 中学1年 三重県

19 東　紅花 ひがし　いろは 152 四日市メリノール学院中学校 中学1年 三重県

20 大田　紅葉 おおた　くれは 169 京都精華学園中学校 中学1年 京都府

21 八木　悠香 やぎ　はるか 165 京都精華学園中学校 中学1年 京都府

22 北條　瑚奈 ほうじょう　ここな 160 高石市立取石中学校 中学1年 大阪府

23 堀内　桜花 ほりうち　さくら 159 京都精華学園中学校 中学1年 大阪府

24 川上　愛結 かわかみ　あゆ 166 高砂市立鹿島中学校 中学1年 兵庫県

25 細木　茜里 ほそぎ　あかり 168 出雲市立三刀屋中学校 中学1年 島根県

26 川地　汐夏 かわち　しおな 168 高川学園中学校 中学1年 山口県

27 島袋　椛 しまぶくろ　はな 170 光市立光井中学校 中学1年 山口県

28 志摩　香奈子 しま　かなこ 163 香川県立高松北中学校 中学1年 香川県

29 村上　咲楽々 むらかみ　さらら 153 北九州市立二島中学校 中学1年 福岡県

30 緒方　梨乃 おがた　りの 163 大分中学校 中学1年 大分県
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