
 

 

 

 

 

 

※2021年 11月 17日現在 

 

NO 氏　名 氏名（カナ）
身長

(cm)
所属チーム 学年 都道府県

1 三上　愛生 ミカミ　アイナ 170 藤崎町立藤崎中学校 中学3年 青森県

2 昆　真叶 コン　マナカ 170 Orange Indians 中学3年 岩手県

3 斉藤　伶奈 サイトウ　レナ 166 Earnest 中学3年 宮城県

4 阿部　友愛 アベ　ユウナ 173 Earnest 中学3年 宮城県

5 阿部　心愛 アベ　ココナ 173 Earnest 中学3年 宮城県

6 長谷部　こころ ハセベ　ココロ 173 Good Luckers 中学3年 秋田県

7 宮林　美優 ミヤバヤシ　ミユ 178 山形ワイヴァンズU15 中学3年 山形県

8 加藤　凛音 カトウ　リオン 167 日立市立十王中学校 中学3年 茨城県

9 菅谷　奈々花 スガヤ　ナナハ 173 日立市立十王中学校 中学3年 茨城県

10 内田　理香 ウチダ　リカ 175 茨城ロボッツU15 中学3年 茨城県

11 齋田　夢良 サイダ　ユラ 166 サザンギャルズ1031 中学3年 栃木県

12 片子澤　怜奈 カタコザワ　レナ 171 ガウチョーズバスケットボールアカデミー 中学3年 埼玉県

13 清藤　優衣 セイトウ　ユイ 171 たんぽぽスプライト 中学3年 埼玉県

14 小俣　亜矢 オマタ　アヤ 164 Club Peace of Mind 中学3年 埼玉県

15 メンディー　シアラ メンディー　シアラ 181 かずさマジック 中学3年 千葉県

16 月松　蒼 ツキマツ　ソウ 166 昭和学院中学校 中学3年 千葉県

17 梅田　帆夏 ウメダ　ホノカ 179 翔凜中学校 中学3年 千葉県

18 寿原　理彩 スハラ　リサ 178 HOOPS4HOPE 中学3年 千葉県

19 東ヶ﨑　泉 トウガサキ　イズミ 177 実践学園中学校 中学3年 東京都

20 三國　ソフィア ミクニ　ソフィア 168 八王子第一中学校 中学3年 東京都

21 中川　櫻 ナカガワ　サクラ 172 相模女子大学中学部 中学3年 神奈川県

22 モハメドアミナトゥ　美早希 モハメド　アミナトゥ　ミサキ 173 相模女子大学中学部 中学3年 神奈川県

23 石山　遥月 イシヤマ　ハル 169 新潟清心女子中学校 中学3年 新潟県

24 濵柗　あかり ハママツ　アカリ 175 奥田クラブ 中学3年 富山県

25 平野　里奈 ヒラノ　リナ 174 あわら市立金津中学校 中学3年 福井県

26 後藤　音羽 ゴトウ　オトハ 176 KAISEIKANクラブ 中学3年 静岡県

27 杉山　実子 スギヤマ　ミコ 175 KAISEIKANクラブ 中学3年 静岡県

28 岡田　彩葉 オカダ　イロハ 160 ブルーイーグル 中学3年 愛知県

29 古澤　絢海 フルサワ　アヤミ 169 瀬戸ドリームスU15 中学3年 愛知県

30 深津　唯生 フカツ　ユイナ 178 四日市メリノール学院中学校 中学3年 三重県

31 永福　歩暖 エイフク　ホノカ 166 四日市メリノール学院中学校 中学3年 三重県

32 木谷　夢菜 キタニ　ユメナ 168 京都精華学園中学校 中学3年 京都府

33 桃井　優 モモイ　ユウ 164 WHITE TIGERS 中学3年 京都府

34 久下　寧々 クゲ　ネネ 173 IBS Girl 中学3年 京都府

35 橋本　芽依 ハシモト　メイ 165 京都精華学園中学校 中学3年 京都府
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※選手コンディション等の理由で、キャンプを欠席する選手が出る場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

36 林　咲良 ハヤシ　サラ 160 京都精華学園中学校 中学3年 京都府

37 白石　弥桜 シライシ　ミオ 182 古田エクスカリバーBBC 中学3年 広島県

38 鷹野　美咲 タカノ　ミサキ 172 福岡市立西陵中学校 中学3年 福岡県

39 村上　優奈 ムラカミ　ユナ 157 北九州市立菊陵中学校 中学3年 福岡県

40 三間　萌 ミマ　モエ 179 北九州市立折尾中学校 中学3年 福岡県

41 出水　優花 デミズ　ユウカ 167 RED WINGS 中学3年 宮崎県

42 栗下　羽瑠 クリシタ　ハル 165 れいめい中学校 中学3年 鹿児島県

170.8 ー平均身長（cm）




