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平成 26年度 U-14女子トップエンデバー参加選手メンバー表 

■選手 

 

※所属は 2014(H26)年 9月 10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. 氏名 身長 所属 学年 都道府県
1 田村春菜 171 札幌市立北白石中学校 2年 北海道
2 関ななみ 166 札幌市立新川中学校 2年 北海道
3 田中  歌穂 175 仙台市立将監東中学校 2年 宮城県
4 今野  紀花 170 仙台市立七北田中学校 2年 宮城県
5 伊藤  杏香 174 湯沢市立湯沢北中学校 2年 秋田県
6 福山 瑠璃 172 太田市立木崎中学校 2年 群馬県
7 中澤 梨南 175 春日部市立豊野中学校 1年 埼玉県
8 穴澤 冴 181 大田区立志茂田中学校 2年 東京都
9 エゼンバ 織 沙 171 藤村女子中学校 2年 東京都

10 渡辺 楓香 171 糸魚川市立糸魚川東中学校 2年 新潟県
11 片桐 涼美 179 長岡市立大島中学校 2年 新潟県
12 西澤 萌 175 新潟市立小針中学校 2年 新潟県
13 野口 さくら 174 新潟市立光晴中学校 2年 新潟県
14 仲谷 礼菜 174 野々市市立布水中学校 2年 石川県
15 岩﨑 萌 167 白山市立光野中学校 2年 石川県
16 野田 遥 176 白山市立鶴来中学校 2年 石川県
17 江田 晴香 174 津島市立藤浪中学校 2年 愛知県
18 堀江 ゆうみ 174 桑名市立光風中学校 2年 三重県
19 和田 涼 169 和泉市立郷荘中学校 2年 大阪府
20 乕田 優香里 169 堺市立大浜中学校 2年 大阪府
21 金澤 英果 172 三田市立ゆりのき台中学校 2年 兵庫県
22 井上 玲菜 172 岡山市立竜操中学校 2年 岡山県
23 乗安 香里 171 岩国市立麻里布中学校 2年 山口県
24 森下すずな 163 鳴門市立鳴門第二中学校 2年 徳島県
25 松永夏佳 154 松山市立勝山中学校 2年 愛媛県
26 首藤 祐希 167 北九州市立二島中学校 1年 福岡県
27 山口 花奈 169 長崎市立小島中学校 2年 長崎県
28 西川 美帆 173 長崎市立東長崎中学校 2年 長崎県
29 川口 愛優菜 177 荒尾市立荒尾海陽中学校 2年 熊本県
30 町田 鈴華 167 北谷町立北谷中学校 2年 沖縄県

No. 役職 氏名 所属 都道府県
1 スーパーバイザー 福田　悦男 宇都宮市立横川中学校 栃木県
2 コーチングスタッフ 鷲野　鋭久 津島市立藤浪中学校 愛知県
3 コーチングスタッフ 五十嵐　克之 山形市立第四中学校 山形県
4 コーチングスタッフ 永井　晶也 取手市立藤代南中学校 茨城県
5 コーチングスタッフ 調整中 調整中
6 フィジカル 調整中 調整中
7 トレーナー 塩田　真史 横浜市スポーツ医科学センター
8 トレーナー 古澤　美香 株式会社リニアート

ブロック 氏　名 所属 都道府県
1 北海道 大浦　幸一 北見市立北中学校 北海道
2 東北 辻嶋　祐介 大仙市立大曲中学校 秋田県
3 関東 内海　直樹 水戸市立緑岡中学校 茨城県
4 北信越 大塚　太郎 三条市立本成寺中学校 新潟県
5 東海 長瀬　純 高山市立日枝中学校 岐阜県
6 近畿 上原　正也 芦屋市立山手中学校 兵庫県
7 中国 福永　俊輔 柳井市立柳井中学校 山口県
8 四国 五藤　友子 阿南市立阿南中学校 徳島県
9 九州 大上　宏司 直方市立直方第三中学校 福岡県


