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■選手

※なお、所属は 2011(H23)年 9 月 13 日現在

■トップエンデバーコーチ

平成 23 年度 U-14 男子トップエンデバー参加選手メンバー表

■ブロックエンデバー推薦コーチ

No. 役職 氏名 都道府県

1 スーパーバイザー 小倉 恭志 茨城県

2 コーチングスタッフ 小池 一元 神奈川県

3 コーチングスタッフ 髙橋 学 宮城県

4 コーチングスタッフ 北本 真司 香川県

5 コーチングスタッフ 阿部 哲也 東京都

6 トレーナー 荒尾 裕文

7 トレーナー 東迎 高善

武蔵野市立第六中学校

丸亀市立東中学校

トヨタ自動車アルバルク

東迎接骨院

東北学院中学校

茅ヶ崎市立松林中学校

境町立境第一中学校

所属

№ 氏名 身長 学年 都道府県名

1 田中 竣哉 182 2年 北海道

2 駒井 孝成 184 2年 青森県

3 鎌田 菖之介 179 2年 青森県

4 仁藤 洸太 188 2年 山形県

5 軍司 泰人 183 2年 茨城県

6 牧 隼利 178 2年 埼玉県

7 横地 夏樹 175 2年 埼玉県

8 邱 文昊 188 2年 千葉県

9 中勢 優一 190 2年 東京都

10 町田 勇輔 184 2年 東京都

11 谷治 有一 185 2年 東京都

12 三浦 拓也 187 2年 神奈川県

13 石井 聖大 184 2年 長野県

14 滝野 隼也 186 2年 長野県

15 八村 塁 178 2年 富山県

16 大倉 龍之介 178 2年 石川県

17 長谷川 寛元 190 2年 静岡県

18 奈須 優太郎 177 2年 静岡県

19 大畑 智寛 181 2年 愛知県

20 川尻 政宏 186 2年 愛知県

21 平岩 玄 191 2年 愛知県

22 垣﨑 真吾 171 2年 兵庫県

23 長石 健伸 186 2年 鳥取県

24 八幡 将史 186 2年 岡山県

25 苗田 将輝 174 2年 愛媛県

26 山口 礼継 178 2年 福岡県

27 酒井 達也 167 2年 福岡県

28 若林 佑紀 181 2年 大分県

29 崎原 盛士朗 181 2年 沖縄県

30 喜瀬 文利 177 2年 沖縄県

-- 平均(Average) 181.8

鳥取市立西中学校

総社市立総社西中学校

那覇市立寄宮中学校

うるま市立具志川中学校

松山市立拓南中学校

福岡市立西福岡中学校

北九州市立高生中学校

大分大学附属中学校

浜松開誠館中学校

日進市立日進東中学校

名古屋市立長良中学校

名古屋市立八幡中学校

上尾市立大石中学校

習志野市立第七中学校

丹波市立氷上中学校

練馬区立石神井中学校

川崎市立塚越中学校

長野市立川中島中学校

上田市立第二中学校

富山市立奥田中学校

野々市町立布水中学校

加藤学園暁秀中学校

桐朋中学校

練馬区立開進第一中学校

北斗市立大野中学校

田舎館村立田舎館中学校

藤崎町立藤崎中学校

所属

山形市立第一中学校

ひたちなか市立勝田第一中学校

さいたま市立原山中学校

No. ブロック 氏名 都道府県

1 北海道 鈴谷 勉 北海道

2 東北 大坂 康広 秋田県

3 関東 伊藤 純 埼玉県

4 北信越 酒匂 博臣 富山県

5 東海 波江野 寛之 愛知県

6 近畿 神谷 信広 滋賀県

7 中国 岡田 有右 岡山県

8 四国 下見川 正樹 高知県

9 九州 吉田 嘉穂 熊本県

札幌市立澄川中学校

岡崎市立大門小学校

高岡市立志貴野中学校

久喜市立久喜中学校

鹿角市立八幡平中学校

熊本県立上天草高校

岡山市立竜操中学校

高知市立城東中学校

甲賀市立城山中学校

所属


