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平成 24 年度 U-18男子トップエンデバー 参加選手メンバー表(1/2)

No. 氏名 身長 所属チーム 学年 都道府県

1 林 翔太郎 192 旭川大学高校 2年 北海道

2 内田 旦人 180 東海大学付属第四高校 1年 北海道

3 中山 瑠 190 北海道釧路北陽高校 2年 北海道

4 齊藤 優弥 181 県立弘前実業高校 1年 青森県

5 大西 諄紀 195 盛岡市立高校 1年 岩手県

6 植村 哲也 176 明成高校 2年 宮城県

7 柳川 知之 195 明成高校 2年 宮城県

8 荒木 直 195 県立能代工業高校 1年 秋田県

9 前田 悟 188 県立山形南高校 1年 山形県

10 大塚 恭平 190 県立福島商業高校 1年 福島県

11 齋藤 涼一 178 桐生第一高校 2年 群馬県

12 波多 智也 188 正智深谷高校 1年 埼玉県

13 和田 直也 186 幕張総合高校 2年 千葉県

14 浅見 陸人 190 京北高校 2年 東京都

15 平 孝介 196 東海大学菅生高校 2年 東京都

17 高橋 晃史郎 190 慶應義塾高校 2年 神奈川県

16 鍵山 亮 193 県立逗葉高校 2年 神奈川県

18 本多 秀之 199 東海大学付属相模高校 2年 神奈川県

19 鶴田 美勇士 196 東海大学付属第三高校 1年 長野県

20 高橋 浩平 197 県立十日町高校 1年 新潟県

21 海津 隆太 190 美濃加茂高校 2年 岐阜県

22 坂本 遼馬 194 藤枝明誠高校 2年 静岡県

23 岡野 佑紀 193 県立千種高校 1年 愛知

24 福岡 博貴 195 中部大学第一高校 1年 愛知

25 ビリシベ 実会 188 中部大学第一高校 1年 愛知

27 木村 能生 193 東山高校 2年 京都府

26 中川 雄太 192 府立山城高校 2年 京都府

28 熊瀬川 崇広 190 洛南高校 2年 京都府

29 村井 大陸 174 洛南高校 1年 京都府

30 福田 惟吹 195 大阪学院大学高校 2年 大阪府

31 今川 友哲 195 大阪桐蔭高校 1年 大阪府

32 肥後 将俊 187 育英高校 1年 兵庫県

33 土屋 時生 195 神戸市立葺合高校 2年 兵庫県

34 杉谷 大地 190 県立松江東高校 2年 島根県

35 平岡 勇人 180 県立宇部工業高校 2年 山口県

36 志摩 光星 182 県立城東高校 2年 徳島県

37 篠原 敏希 173 尽誠学園高校 2年 香川県

38 新 将広 190 新田高校 1年 愛媛県

39 野口 夏来 202 福岡大学附属大濠高校 1年 福岡県

40 富山 仁志 177 県立佐賀東高校 2年 佐賀県

41 野﨑 零也 182 県立佐賀東高校 2年 佐賀県

-- 189.1平均(Average) --
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■トップエンデバースタッフ

平成 24 年度 U-18男子トップエンデバー 参加選手メンバー表(2/2)

No. 役職 氏名 所属

1 エンデバーコーチングスタッフ トーステン・ロイブル 公益財団法人日本バスケットボール協会

2 エンデバーコーチングスタッフ 吉田 健司 筑波大学

3 エンデバーコーチングスタッフ 池内 泰明 拓殖大学

4 通訳 本永 昌生 公益財団法人日本バスケットボール協会

5 ストレングス＆コンディショニングコーチ 小山 孟志 公益財団法人日本バスケットボール協会

6 ストレングス＆コンディショニングコーチ 小林 唯 公益財団法人日本バスケットボール協会

7 ストレングス＆コンディショニングコーチ 國友 亮佑 東海大学

8 トレーナー 西村 航 公益財団法人日本バスケットボール協会

9 トレーナー 川上 洋治 城所整形外科

10 トレーナー 森本 聡 早稲田大学

11 サポートスタッフ 佐々木 信吾 秋田県立平成高校

12 サポートスタッフ 森茂 達雄 保善高校

13 サポートスタッフ 岩崎 一英 新潟県立小千谷高校

14 サポートスタッフ 近野 修 静岡学園高校

15 サポートスタッフ 土橋 寛己 和歌山県立和歌山工業高校

16 サポートスタッフ 高部 貴透 山口県立柳井高校

17 サポートスタッフ 多田 孝司 徳島県立海部高校

18 サポートスタッフ 北島 寿人 佐賀県立佐賀東高校

19 サポートスタッフ 古田 厚司 山梨県立日川高校

20 サポートスタッフ 佐々木 睦己 東海大学付属第四高校

21 サポートスタッフ 佐藤 剛 仙台市立仙台高等学校

22 サポートスタッフ 飯沼 加寿夫 千葉県立幕張総合高校

23 サポートスタッフ 近藤 義行 船橋市立船橋高校

24 サポートスタッフ 久井 茂稔 北陸高校

25 サポートスタッフ 林 龍幸 美濃加茂高校

26 サポートスタッフ 中澤 雅樹 鳥取県立鳥取東高校

27 サポートスタッフ 色摩 拓也 尽誠学園高校

28 サポートスタッフ 西田 和史 京都府立山城高校

29 マネジメントスタッフ 佐々木 三男 慶應義塾大学

30 マネジメントスタッフ 山本 明 愛知学泉大学

31 マネジメントスタッフ 圓山 正明 長野県立穂高商業高校

32 マネジメントスタッフ 村上 佳司 天理大学

33 マネジメントスタッフ 横嶋 暢貴 北海道立札幌工業高校

34 マネジメントスタッフ 鈴木 淳 福岡教育大学


