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■選手

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

※所属は 2013(H25)年 3 月 4 日現在

No. 氏名 身長 所属チーム 学年 都道府県

1 齋藤 麻美 173 札幌山の手高校 1年 北海道

2 西尾 友歩 162 札幌山の手高校 1年 北海道

3 竹浪 萌 172 弘前学院聖愛高校 1年 青森県

4 小島 由希子 178 一関学院高校 2年 岩手県

5 後藤 沙奈 181 山形市立商業高校 1年 山形県

6 髙田 静 168 山形市立商業高校 1年 山形県

7 吉田 園佳 174 山形市立商業高校 2年 山形県

8 水野 妃奈乃 174 県立福島西高校 1年 福島県

9 吉田 由美 170 宇都宮中央女子高校 1年 栃木県

10 赤穂 さくら 183 昭和学院高校 1年 千葉県

11 小山 真実 180 昭和学院高校 2年 千葉県

12 小室 敦美 176 東京成徳大学高校 2年 東京都

13 田中 真美子 179 東京成徳大学高校 1年 東京都

14 鈴木 梨菜 173 明星学園高校 2年 東京都

15 高橋 美帆 177 八雲学園高校 1年 東京都

16 内山 亜美 162 県立新潟中央高校 1年 新潟県

17 田代 桐花 182 県立新潟中央高校 2年 新潟県

18 永井 菜摘 169 県立足羽高校 2年 福井県

19 波多野 由花 177 県立足羽高校 2年 福井県

20 三木 里沙 177 県立足羽高校 1年 福井県

21 三井 里穂 178 県立静岡南高校 2年 静岡県

22 根本 葉瑠乃 174 常葉学園高校 2年 静岡県

23 井澗 絢音 172 桜花学園高校 2年 愛知県

24 加藤 優希 180 桜花学園高校 1年 愛知県

25 酒井 彩等 164 桜花学園高校 2年 愛知県

26 萩尾 千尋 170 桜花学園高校 2年 愛知県

27 馬瓜 エブリン 180 桜花学園高校 2年 愛知県

28 森田 菜奈枝 163 桜花学園高校 2年 愛知県

29 山田 愛 167 桜花学園高校 2年 愛知県

30 小池 遥 166 大阪薫英女学院高校 2年 大阪府

31 西岡 里紗 184 大阪桐蔭高校 1年 大阪府

32 上長 美菜 168 県立広島皆実高校 2年 広島県

33 池本 朱里 167 慶進高校 1年 山口県

34 松本 愛美 165 慶進高校 2年 山口県

35 中山 樹 169 英明高校 2年 香川県

36 加藤 瑠倭 172 聖カタリナ女子高校 2年 愛媛県

37 木村 珠貴 177 聖カタリナ女子高校 1年 愛媛県

38 篠原 華実 172 聖カタリナ女子高校 1年 愛媛県

39 曽我部 奈央 165 聖カタリナ女子高校 1年 愛媛県

40 宮崎 早織 165 聖カタリナ女子高校 2年 愛媛県

41 渡辺 陽美 174 福岡大学附属若葉高校 2年 福岡県

42 中松 葵 180 県立中津北高校 2年 大分県

-- 172.8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女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 内海 知秀 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 一色 建志 聖カタリナ女子高校

3 エンデバーコーチングスタッフ 古海 五月 公益財団法人日本バスケットボール協会

4 フィジカルコーチ 北本 文男 富士通レッドウェーブ

5 フィジカルコーチ 伊藤 ちぐさ 富士通レッドウェーブ

6 フィジカルコーチ 窪田 邦彦 合同会社ベストコンディションＫＪ

7 トレーナー 伊藤 由美子 公益財団法人日本バスケットボール協会

8 トレーナー 和田 桃子 八王子スポーツ整形外科

9 サポートスタッフ 講武 達雄 神奈川県立旭高校

10 サポートスタッフ 井上 眞一 桜花学園高校

11 サポートスタッフ 長渡 俊一 大阪薫英女学院高校

12 サポートスタッフ 永野 達矢 北海道札幌東商業高校

13 サポートスタッフ 高橋 仁 山形市立商業高校

14 サポートスタッフ 池端 直樹 千葉経済大学附属高校

15 サポートスタッフ 林 慎一郎 福井県立足羽高校

16 サポートスタッフ 大畑 昌己 沼津市立沼津高校

17 サポートスタッフ 庄野 拓 奈良女子高校

18 サポートスタッフ 村谷 勉 慶進高校

19 サポートスタッフ 西田 次良 宮崎県立小林高校

20 サポートスタッフ 御手洗 喜朗 瓊浦高校

21 サポートスタッフ 矢萩 尚 北海道長沼高校

22 サポートスタッフ 樋渡 真 秋田県立湯沢翔北高校

23 サポートスタッフ 西垂水 栄作 川崎市立高津高校

24 サポートスタッフ 下村 勝彦 岐阜県立岐阜各務野高校

25 サポートスタッフ 時田 和也 奈良県立大和広陵高校

26 サポートスタッフ 玉井 良典 島根県立松江商業高校

27 サポートスタッフ 中川 香一郎 済美高校

28 サポートスタッフ 進藤 一哉 神村学園高等部

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 鈴木 淳 福岡教育大学


