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■選手 

 

 

※所属は 2014(H26)年 9月 12日現在 

■トップエンデバーコーチ 

■ブロックエンデバー推薦コーチ 

No. 役職 氏名 所属 都道府県
1 スーパーバイザー 小倉 恭志 境町立境第一中学校 茨城県
2 コーチングスタッフ 小池 一元 茅ヶ崎市立松林中学校 神奈川県
3 コーチングスタッフ 渡部 佳規 会津若松市立第五中学校 福島県
4 コーチングスタッフ 島 勇治 釧路市立青陵中学校 北海道
5 コーチングスタッフ 阿部 哲也 八王子市立第七中学校 東京都
6 コーチ 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
7 通訳 本永 昌生 公益財団法人日本バスケットボール協会
8 フィジカル 國友 亮佑 公益財団法人日本バスケットボール協会
9 トレーナー 永野 康治 新潟医療福祉大学

平成 26年度 U-14男子トップエンデバー 参加選手メンバー表 

No. 氏名 都道府県 所属 学年

1 安部 龍馬 北海道 釧路市立美原中学校 2年

2 青山  竜也 秋田県 大仙市立大曲中学校 2年

3 日景  優希 秋田県 大館市立第二中学校 2年

4 細割 駿佑 茨城県 那珂市立第一中学校 2年

5 佐藤 秀星 栃木県 宇都宮市立宮の原中学校 2年

6 佐々木 颯皇 埼玉県 さいたま市立本太中学校 2年

7 加藤 諄也 埼玉県 横瀬町立横瀬中学校 2年

8 小玉 大智 東京都 実践学園中学校 2年

9 若月 遼 東京都 実践学園中学校 2年

10 坂本 優斗 山梨県 山梨市立山梨南中学校 2年

11 清水 葵 新潟県 三条市立下田中学校 2年

12 山岸 秀斗 新潟県 新発田市立本丸中学校 2年

13 望月 陽平 新潟県 新潟市立鳥屋野中学校 2年

14 津田 優弥 石川県 金沢市立西南部中学校 2年

15 澁谷 錬 愛知県 豊橋市立南稜中学校 2年

16 西田 航 三重県 志摩市立文岡中学校 2年

17 納土 修汰 大阪府 茨木市立東中学校 2年

18 古橋 正義 大阪府 大阪市立墨江丘中学校 2年

19 武田 康生 大阪府 大阪市立緑中学校 2年

20 新堂 雄大 大阪府 東大阪市立石切中学校 2年

21 貝田 凜太郎 大阪府 東大阪市立小阪中学校 2年

22 土家 大輝 岡山県 倉敷市立玉島北中学校 2年

23 畠山 雄樹 広島県 広島市立伴中学校 2年

24 喜志永 修斗 山口県 下関市立長府中学校 2年

25 中本 祥太 愛媛県 松山市立久米中学校 2年

26 山田 空河 福岡県 北九州市立早鞆中学校 2年

27 中田 嵩基 福岡県 福岡市立西福岡中学校 2年

28 土谷 拓海 長崎県 佐世保市立早岐中学校 2年

29 ルーサー オースティン央人 長崎県 佐世保市立福石中学校 2年

30 下地 流星 沖縄県 宮古島市立西城中学校 2年

ブロック 氏 名 所属 都道府県

1 北海道 横尾 栄一 札幌市立厚別南中学校 北海道

2 東北 三浦 健輔 仙台市立八軒中学校 宮城県

3 関東 安楽 正法 土浦市立土浦第二中学校 茨城県

4 北信越 丸山 高弘 鯖江市立中央中学校 福井県

5 東海 池田 隆宏 浜松市立舞阪中学校 静岡県

6 近畿 市場 良太郎 亀岡市立亀岡中学校 京都府

7 中国 中村 智明 柳井市立柳井中学校 山口県

8 四国 堀内 弥生 松山市立久米中学校 愛媛県

9 九州 竹元 浩人 熊本市立花陵中学校 熊本県


