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■選手

※所属は 2013(H25)年 9 月 13 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

平成 25 年度 U-14 男子トップエンデバー 参加選手メンバー表

No ブロック 氏名 所属 都道府県
1 北海道 長谷川 猛 旭川市立緑が丘中学校 北海道
2 東北 菊池 貴洋 二戸市立福岡中学校 岩手県
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 渋木 政義 五泉市立五泉中学校 新潟県
5 東海 加藤 雄 四日市市立港中学校 三重県
6 近畿 大股 真也 橿原市立大成中学校 奈良県
7 中国 川崎 雄峰 福山市立誠之中学校 広島県
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

No 氏名 身長 所属 学年 都道府県
1 山本 鳴海 178 東海大学付属第四高等学校中等部 2年 北海道
2 浅沼 友惟 174 三沢市立第一中学校 2年 青森県
3 藤島 悠太 189 秋田市立山王中学校 2年 秋田県
4 新國 真祐 164 郡山市立郡山第三中学校 2年 福島県
5 根本 夢雅 179 郡山市立緑が丘中学校 2年 福島県
6 髙嶋 淳次 187 宇都宮市立雀宮中学校 2年 栃木県
7 鴇田 星也 174 君津市立君津中学校 2年 千葉県
8 小林 良 178 伊勢原市立中沢中学校 2年 神奈川県
9 高原 晟也 170 山梨市立笛川中学校 2年 山梨県
10 品川 直輝 180 茅野市立北部中学校 2年 長野県
11 近藤 央 174 新発田市立本丸中学校 2年 新潟県
12 渡邉 絢喜 166 新発田市立本丸中学校 2年 新潟県
13 風間 陸 180 新潟市立白根第一中学校 2年 新潟県
14 津田 翔英 176 各務原市立那加中学校 2年 岐阜県
15 常田 耕平 175 浜松学院中学校 2年 静岡県
16 早川 和輝 188 浜松学院中学校 2年 静岡県
17 中崎 圭斗 185 岡崎市立北中学校 2年 愛知県
18 中山 星磨 182 大津市立瀬田北中学校 2年 滋賀県
19 若林 瑞貴 180 宇治市立木幡中学校 2年 京都府
20 田渕 太河 179 島本町立第一中学校 2年 大阪府
21 小島 基崇 185 姫路市立家島中学校 2年 兵庫県
22 島田 龍太郎 186 岡山市立旭東中学校 2年 岡山県
23 井上 亮 173 倉敷市立玉島北中学校 2年 岡山県
24 竹田 孝貴 178 倉敷市立玉島北中学校 2年 岡山県
25 田中 壱歩 176 宇部市立厚南中学校 2年 山口県
26 中矢 夏樹 175 松山市立北中学校 2年 愛媛県
27 永野 聖汰 172 福岡市立西福岡中学校 2年 福岡県
28 岩本 舟路 180 長崎市立淵中学校 2年 長崎県
29 上塚 亮河 172 宇土市立鶴城中学校 2年 熊本県
30 川満 大我 180 那覇市立首里中学校 2年 沖縄県

177.8平均 (Average) --

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 トレーナー 川上 洋治 城所整形外科


