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NO 氏　名 氏名（カナ）
身長

(cm)
所属チーム 学年 都道府県

1 木村　康陽 キムラ　コウヨウ 177 レバンガ北海道U15 中学2年 北海道

2 坂井　琉晟 サカイ　リュウセイ 178 レバンガ北海道U15 中学2年 北海道

3 安藤　煌太朗 アンドウ　コウタロウ 178 レバンガ北海道U15 中学2年 北海道

4 西村　優真 ニシムラ　ユウマ 181 レバンガ北海道U15 中学2年 北海道

5 阿部　真冴橙 アベ　マサト 174 仙台89ERS U15 中学2年 宮城県

6 三浦　悠太郎 ミウラ　ユウタロウ 176 富谷市立富谷中学校 中学2年 宮城県

7 渡邊　脩希 ワタナベ　ハルキ 188 仙台市立向陽台中学校 中学2年 宮城県

8 照井　昇太朗 テルイ　ショウタロウ 169 横手市立明峰中学校 中学2年 秋田県

9 加賀屋　利温 カガヤ　トシアツ 188 秋田ノーザンハピネッツU15 中学2年 秋田県

10 千葉　颯太 チバ　ソウタ 193 秋田ノーザンハピネッツU15 中学2年 秋田県

11 齋藤　雄晟 サイトウ　ユウセイ 186 酒田市立鳥海八幡中学校 中学2年 山形県

12 柏﨑　歩人 カシワザキ　アユト 177 宇都宮ブレックスU15 中学2年 栃木県

13 加藤　駿 カトウ　シュン 177 宇都宮ブレックスU15 中学2年 栃木県

14 秋山　晴希 アキヤマ　ハルキ 187 UNITY 中学2年 栃木県

15 森田　悠月 モリタ　ユヅキ 183 NLG INFINITY 中学2年 群馬県

16 廣岡　律輝 ヒロオカ　リツキ 184 HANABUSA TBC 中学2年 埼玉県

17 堀井　大河 ホリイ　タイガ 185 越谷アルファーズU15 中学2年 埼玉県

18 佐藤　光希 サトウ　ミツキ 189 東海大学菅生高等学校中等部 中学2年 埼玉県

19 夏目　悠良 ナツメ　ユラ 188 千葉ジェッツU15 中学2年 千葉県

20 安食　今生 アジキ　イマ 174 サンロッカーズ渋谷U15 中学2年 東京都

21 加藤　飛祐吾 カトウ　ヒュウゴ 180 実践学園中学校 中学2年 東京都

22 川村　歩 カワムラ　アユム 197 三鷹市立第七中学校 中学2年 東京都

23 新郷　礼音 シンゴウ　レオン 182 横浜ビー・コルセアーズ U15 中学2年 神奈川県

24 磯部　大悟 イソベ　ダイゴ 185 新発田市立本丸中学校 中学2年 新潟県

25 サントス　マノエル　ハジメ サントス　マノエル　ハジメ 191 富山グラウジーズU15 中学2年 富山県

26 高森　カイル タカモリ　カイル 178 浜松開誠館中学校 中学2年 静岡県

27 若野　瑛太 ワカノ　エイタ 184 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15 中学2年 愛知県

28 杉岡　治紀 スギオカ　ハルキ 189 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15 中学2年 愛知県

29 榎木　璃旺 エノキ　リオ 168 四日市メリノール学院中学校 中学2年 三重県

30 栗原　咲太郎 クリハラ　サクタロウ 180 四日市メリノール学院中学校 中学2年 三重県

31 宮本　耀 ミヤモト　ヨウ 165 京都精華学園中学校 中学2年 京都府

32 宮本　聡 ミヤモト　ソウ 166 京都精華学園中学校 中学2年 京都府

33 住友　笑恵人 スミトモ　エメカ 185 京都精華学園中学校 中学2年 京都府

34 川口　律 カワグチ　リツ 187 京都市立修学院中学校 中学2年 京都府

35 阿部　翔温 アベ　ショオン 191 京都精華学園中学校 中学2年 京都府
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36 神原　龍太郎 カミハラ　リュウタロウ 185 EPIC 中学2年 兵庫県

37 白野　仁 シラノ　ジン 179 西ノ島町立西ノ島中学校 中学2年 島根県

38 岡本　悠太 オカモト　ユウタ 180 倉敷市立南中学校 中学2年 岡山県

39 長岡　大杜 ナガオカ　ダイト 172 田布施町立田布施中学校 中学2年 山口県

40 有澤　弘太 アリサワ　コウタ 179 光市立島田中学校 中学2年 山口県

181.3平均身長（㎝） ー


