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平成 25 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 2013(H25)年 9 月 6 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 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 丸谷 美和子 札幌市立手稲中学校 北海道
5 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
6 トレーナー 伊藤 ちぐさ
7 トレーナー 山下 紫乃

JBAスポーツ医科学委員会 科学サポート委員会委員
ひなた治療院

No ブロック 氏名 所属 都道府県
1 北海道 太田 祥史 札幌市立真栄中学校 北海道
2 東北 菅井 耕一 朝日町立朝日中学校 山形県
3 関東 内海 直樹 水戸市立緑岡中学校 茨城県
4 北信越 笠原 信行 長野県松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 長野県
5 東海 篠田 浩志 犬山市立犬山中学校 愛知県
6 近畿 神谷 京子 京都市立久世中学校 京都県
7 中国 奥屋 彰 広島市立宇品中学校 広島県
8 四国 森 小百合 高松市立協和中学校 香川県
9 九州 佐藤 忍 宜野湾市立真志喜中学校 沖縄県

No 氏名 身長 所属 学年 都道府県
1 室谷 絵夢 169 北広島市立大曲中学校 2年 北海道
2 藤原 遥香 173 札幌市立清田中学校 2年 北海道
3 宗形 真李 167 札幌市立清田中学校 2年 北海道
4 石岡 明日香 168 弘前市立第四中学校 2年 青森県
5 国井 直子 174 秋田市立秋田東中学校 2年 秋田県
6 日塔 玲那 169 寒河江市立陵東中学校 2年 山形県
7 石川 愛 178 さいたま市立土合中学校 2年 埼玉県
8 栗田 有子 170 国立市立国立第三中学校 2年 東京都
9 関 千裕 172 八王子市立甲ノ原中学校 2年 東京都
10 大塩 菜々子 171 横浜市立大道中学校 2年 神奈川県
11 山下 詩織 175 横浜市立名瀬中学校 2年 神奈川県
12 山本 杏子 172 魚沼市立広神中学校 2年 新潟県
13 柴田 あや 171 小浜市立小浜第二中学校 2年 福井県
14 野本 陽香 170 常葉学園中学校 2年 静岡県
15 小野 佑紀 175 津島市立藤浪中学校 2年 愛知県
16 北川 雪乃 164 津島市立藤浪中学校 2年 愛知県
17 佐古 愛 166 津島市立藤浪中学校 2年 愛知県
18 山本 麻衣 161 津島市立藤浪中学校 2年 愛知県
19 地蔵 天音 174 富田林市立明治池中学校 2年 大阪府
20 小田垣 季奈 161 朝来市立梁瀬中学校 2年 兵庫県
21 那須 愛加 168 就実中学校 2年 岡山県
22 森 夕佳 169 就実中学校 2年 岡山県
23 高木 葵 161 広島市立二葉中学校 2年 広島県
24 藤本 愛瑚 173 小松島市立小松島中学校 2年 徳島県
25 小谷 果蓮 173 大洲市立北中学校 2年 愛媛県
26 平野 尚 164 松山市立勝山中学校 2年 愛媛県
27 久保下 真帆 185 筑紫野市立天拝中学校 2年 福岡県
28 千々岩 美菜 173 佐賀市立城北中学校 2年 佐賀県
29 嘉数 唯 175 那覇市立古蔵中学校 2年 沖縄県

170.4平均 (Average) --


