
【男⼦】2022年度U14ナショナル育成センター 第1回キャンプ参加者者名簿

NO ⾝⻑ 所属チーム 学年 都道府県 所属チーム

1 川村 将梧 カワムラ ショウゴ 179.9 弘前市⽴第⼆中学校 中学2年 ⻘森県 弘前市⽴第⼆中学校

2 ⽵内 楓翔 タケウチ フウガ 177.4 東北町⽴上北中学校 中学2年 ⻘森県 東北町⽴上北中学校

3 ⼩川 颯翔 オガワ ハヤト 171.3 仙台市⽴五橋中学校 中学2年 宮城県 仙台市⽴五橋中学校

4 清⽔ 空 シミズ ソラ 178.4 三種町⽴⼋⻯中学校 中学2年 秋⽥県 三種町⽴⼋⻯中学校

5 髙橋 歩路 タカハシ アル 183.6 横⼿市⽴⼗⽂字中学校 中学2年 秋⽥県 横⼿市⽴⼗⽂字中学校

6 千⽥ 健太 チダ ケンタ 186.8 NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY 中学2年 秋⽥県 NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY

7 ⻑⾕川 鈴 ハセガワ スズ 173.1 福島ファイヤーボンズU15 中学2年 福島県 福島ファイヤーボンズU15

8 緑川 晴⽃ ミドリカワ ハルト 177.5 郡⼭市⽴郡⼭第三中学校 中学2年 福島県 郡⼭市⽴郡⼭第三中学校

9 後藤 正利 ゴトウ マサトシ 184.0 HIDAKA BLUE JEWELS 中学2年 埼⽟県 HIDAKA BLUE JEWELS

10 藤本 勝悟 フジモト ショウゴ 183.8 たんぽぽバスケットボール教室 中学2年 埼⽟県 たんぽぽバスケットボール教室

11 永⽥ 貴陸 ナガタ タカミチ 186.1 ⼋千代市⽴⾼津中学校 中学2年 千葉県 ⼋千代市⽴⾼津中学校

12 藤⽥ 珀 フジタ ハク 182.5 実践学園中学校 中学2年 東京都 実践学園中学校

13 ⼤瀧 稜真 オオタキ リョウマ 186.1 実践学園中学校 中学2年 東京都 実践学園中学校

14 ⽥中 麗⽃ タナカ レイト 188.4 サンロッカーズ渋⾕U15 中学2年 東京都 サンロッカーズ渋⾕U15

15 宗雪 友之進 ムネユキ トモノシン 185.0 U15川崎ブレイブサンダース 中学2年 神奈川県 U15川崎ブレイブサンダース

16 武部 幸希 タケベ コウキ 175.7 富⼭グラウジーズU15 中学2年 富⼭県 富⼭グラウジーズU15

17 髙野 恵太朗 タカノ ケイタロウ 187.5 野々市市⽴布⽔中学校 中学2年 ⽯川県 野々市市⽴布⽔中学校

18 佐藤 凰臥 サトウ オウガ 181.5 浜松学院中学校 中学2年 静岡県 浜松学院中学校

19 古島 ガッツフェイバー司 フルシマ ガッツフェイバー ツカサ 184.1 ファイティングイーグルズ名古屋U15 中学2年 愛知県 ファイティングイーグルズ名古屋U15

20 中村 颯⽃ ナカムラ カイト 176.6 四⽇市メリノール学院中学校 中学2年 三重県 四⽇市メリノール学院中学校

21 本⽥ 蕗以 ホンダ ロイ 185.0 四⽇市メリノール学院中学校 中学2年 三重県 四⽇市メリノール学院中学校

22 恒岡 ケイマン ツネオカ ケイマン 187.6 京都ハンナリーズU15 中学2年 京都府 京都ハンナリーズU15

23 ⾺越 光希 ウマコシ ミツキ 185.9 CLUB SPIRITS U15 中学2年 ⼤阪府 CLUB SPIRITS U15

24 吉川 歌純 ヨシカワ カイト 187.6 バンビシャス奈良U-15 中学2年 奈良県 バンビシャス奈良U-15

25 渡邊 嘉⼈ ワタナベ ヒロト 180.2 Furuta kings 中学2年 広島県 Furuta kings

26 徳⽥ 翔太 トクダ ショウタ 178.5 TOKUSHIMA VERTEX 中学2年 徳島県 TOKUSHIMA VERTEX

27 深⽔ ⻁太郎 フカミ コタロウ 180.0 B.FORCE愛媛 中学2年 愛媛県 B.FORCE愛媛

28 永善 元希 ナガゼン ゲンキ 173.3 ライジングゼファーフクオカU15 中学2年 福岡県 ライジングゼファーフクオカU15

29 栗本 富美也 クリモト フミヤ 178.0 中村学園三陽中学校 中学1年 福岡県 中村学園三陽中学校

30 ホーキンス 然 ホーキンス ゼン 182.3 佐世保市⽴⽇宇中学校 中学2年 ⻑崎県 佐世保市⽴⽇宇中学校

31 後藤 ⼤駕 ゴトウ タイガ 189 ＫＡＩＳＥＩＫＡＮクラブ 中学2年 静岡県 ＫＡＩＳＥＩＫＡＮクラブ

⽒ 名 シ メ イ


