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Basketball (Men)
バスケットボール【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

11名 ー 5名 16名

監督
長谷川　健志
（はせがわ　けんじ）　男
①昭和35年4月7日（53歳）
②千葉県　③私立専修大学松
戸高校（千葉県）→青山学院大
学　④青山学院大学　⑧バス
ケットボールコーチ

コーチ
山本　明
（やまもと　あきら）　男
①昭和44年5月1日（44歳）
②大阪府　③府立富田林高校
（大阪府）→筑波大学→筑波大
学大学院　④愛知学泉大学　
⑧バスケットボール上級コー
チ

総務
石坂　雅彦
（いしざか　まさひこ）　男
①昭和35年5月4日（53歳）
②熊本県　③私立森村学園高
校（神奈川県）→日本体育大学
④（公財）日本バスケットボー
ル協会　

トレーナー
岩本　玄次
（いわもと　げんじ）　男
①昭和60年6月26日（28歳）
②兵庫県　③県立宝塚東高校
（兵庫県）→平成医療学園専門
学校　④筑波大学バスケット
ボール部

技術スタッフ
末広　朋也
（すえひろ　ともや）　男
①昭和62年6月29日（26歳）
②沖縄県　③県立宮古高校
（沖縄県）→東海大学　④（公
財）日本バスケットボール協
会　⑦専任情報・科学スタッ
フ

選手
田中　大貴
（たなか　だいき）　男
①平成3年9月3日（22歳）
②長崎県　③雲仙市立小浜中
学校（長崎県）→県立長崎西高
校（長崎県）→東海大学（4年）
④東海大学　⑤191cm　
⑥88kg

選手
永吉　佑也
（ながよし　ゆうや）　男
①平成3年7月14日（22歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立緑
丘中学校（鹿児島県）→私立延
岡学園高校（宮崎県）→青山学
院大学（4年）　④青山学院大
学　⑤199cm　⑥110kg

選手
ベンドラメ　礼生
（べんどらめ　れお）　男
①平成5年11月14日（19歳）
②福岡県　③筑紫野市立筑紫
野中学校（福岡県）→私立延岡
学園高校（宮崎県）→東海大学
（2年）　④東海大学　
⑤183cm　⑥70kg

選手
藤井　祐眞
（ふじい　ゆうま）　男
①平成3年12月23日（21歳）
②島根県　③松江市立湖東中
学校（島根県）→私立藤枝明誠
高校（静岡県）→拓殖大学（4
年）　④拓殖大学　⑤180cm
⑥74kg

選手
河上　宗平
（かわかみ　そうへい）　男
①平成3年5月22日（22歳）
②静岡県　③沼津市立戸田中
学校（静岡県）→私立洛南高校
（京都府）→早稲田大学（4年）
④早稲田大学　⑤190cm　
⑥86kg

選手
藤高　宗一郎
（ふじたか　そういちろう）　男
①平成3年10月11日（21歳）
②奈良県　③香芝市立香芝中
学校（奈良県）→私立大阪商業
大学高校（大阪府）→関西大学
（4年）　④関西大学　
⑤190cm　⑥81kg

選手
晴山　ケビン
（はれやま　けびん）　男
①平成5年1月14日（20歳）
②岩手県　③八幡平市立西根
第一中学校（岩手県）→盛岡市
立高校（岩手県）→東海大学（3
年）　④東海大学　⑤191cm
⑥73kg
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Basketball (Men)
バスケットボール【男子】

選手
野本　建吾
（のもと　けんご）　男
①平成4年4月25日（21歳）
②兵庫県　③私立北陸中学校
（福井県）→私立北陸高校（福
井県）→青山学院大学（3年）　
④青山学院大学　⑤199cm　
⑥90kg

選手
坂東　拓
（ばんどう　たく）　男
①平成4年5月23日（21歳）
②徳島県　③高松市立香東中
学校（香川県）→私立北陸高校
（福井県）→筑波大学（3年）　
④筑波大学　⑤185cm　
⑥77kg

選手
中東　泰斗
（なかひがし　たいと）　男
①平成4年6月18日（21歳）
②奈良県　③葛城市立白鳳中
学校（奈良県）→私立光泉高校
（滋賀県）→明治大学（3年）　
④明治大学　⑤190cm　
⑥74kg

選手
鵤　誠司
（いかるが　せいじ）　男
①平成6年1月8日（19歳）
②福岡県　③春日市立春日中
学校（福岡県）→私立福岡第一
高校（福岡県）→青山学院大学
（2年）　④青山学院大学　
⑤185cm　⑥95kg
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Basketball (Women)
バスケットボール【女子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 12名 5名 17名

選手
久手堅　笑美
（くでけん　えみ）　女
①昭和59年8月3日（29歳）
②沖縄県　③糸満市立高嶺中
学校（沖縄県）→県立北中城高
校（沖縄県）→拓殖大学　④ト
ヨタ自動車㈱　⑤165cm　
⑥61kg

選手
宮元　美智子
（みやもと　みちこ）　女
①昭和61年4月9日（27歳）
②滋賀県　③長浜市立浅井中
学校（滋賀県）→私立岐阜女子
高校（岐阜県）　④三菱電機㈱
⑤176cm　⑥58kg

選手
藤原　有沙
（ふじわら　ありさ）　女
①昭和62年9月25日（26歳）
②愛媛県　③四国中央市立三
島東中学校（愛媛県）→私立聖
カタリナ女子高校（愛媛県）　
④㈱デンソー　⑤176cm　
⑥65kg

選手
吉田　亜沙美
（よしだ　あさみ）　女
①昭和62年10月9日（25歳）
②東京都　③私立東京成徳大
学中学校（東京都）→私立東京
成徳大学高校（東京都）　④JX
日鉱日石エネルギー㈱　
⑤165cm　⑥61kg

選手
王　新朝喜
（おう　あさこ）　女
①昭和62年12月16日（25歳）
②中華人民共和国　③天津市
第八十九中学校（中国）→岐阜
女子高校（岐阜県）→白鴎大学
④三菱電機㈱　⑤189cm　
⑥85kg

選手
大庭　久美子
（おおば　くみこ）　女
①昭和63年5月17日（25歳）
②福岡県　③北九州市立折尾
中学校（福岡県）→私立九州女
子高校（福岡県）　④㈱デンソ
ー　⑤169cm　⑥59kg

監督
内海　知秀
（うつみ　ともひで）　男
①昭和33年12月7日（54歳）
②青森県　③県立能代工業高校
（秋田県）→日本体育大学　
④（公財）日本バスケットボール
協会　⑦専任コーチングディレ
クター（トップアスリート担当）
⑧バスケットボールコーチ

コーチ
梅嵜　英毅
（うめざき　えいき）　男
①昭和39年4月24日（49歳）
②福岡県　③私立福岡大学附
属大濠高校（福岡県）→日本体
育大学　④山梨学院大学　

総務
田邊　広子
（たなべ　ひろこ）　女
①昭和41年10月4日（47歳）
②愛知県　③私立名古屋短大
付属高校（愛知県）　④（公財）
日本バスケットボール協会　
⑦専任コーチングディレクタ
ー（ジュニアアスリート担当）

総務
山﨑　舞子
（やまさき　まいこ）　女
①昭和61年7月2日（27歳）
②鹿児島県　③私立神村学園
高等部（鹿児島県）　④JX日鉱
日石エネルギー㈱　

トレーナー
伊藤　由美子
（いとう　ゆみこ）　女
①昭和43年3月14日（45歳）
②岐阜県　③県立岐阜女子商業
高校（岐阜県）→日本鍼灸理療専
門学校　④（公財）日本バスケッ
トボール協会　⑦専任メディカ
ルスタッフ（トレーナー）　⑧ア
スレティックトレーナー

選手
大神　雄子
（おおが　ゆうこ）　女
①昭和57年10月17日（30歳）
②山形県　③山形市立第一中
学校（山形県）→私立桜花学園
高校（愛知県）　④JX日鉱日石
エネルギー㈱　⑤170cm
⑥61kg
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Basketball (Women)
バスケットボール【女子】

選手
間宮　佑圭
（まみや　ゆか）　女
①平成2年4月3日（23歳）
②長崎県　③私立東京成徳大
学中学校（東京都）→私立東京
成徳大学高校（東京都）　④JX
日鉱日石エネルギー㈱　
⑤184cm　⑥73kg

選手
元山　夏菜
（もとやま　かな）　女
①平成2年8月1日（23歳）
②千葉県　③松戸市立牧野原
中学校（千葉県）→私立昭和学
院高校（千葉県）　④㈱シャン
ソン化粧品　⑤182cm　
⑥67kg

選手
櫻木　千華
（さくらぎ　ちか）　女
①平成3年6月9日（22歳）
②福岡県　③富士吉田市立吉
田中学校（山梨県）→私立富士
学苑高校（山梨県）　④三菱電
機㈱　⑤180cm　⑥66kg

選手
渡嘉敷　来夢
（とかしき　らむ）　女
①平成3年6月11日（22歳）
②東京都　③春日部市立東中
学校（埼玉県）→私立桜花学園
高校（愛知県）　④JX日鉱日石
エネルギー㈱　⑤192cm　
⑥80kg

選手
宮澤　夕貴
（みやざわ　ゆき）　女
①平成5年6月2日（20歳）
②京都府　③横浜市立岡津中
学校（神奈川県）→県立金沢総
合高校（神奈川県）　④JX日鉱
日石エネルギー㈱　⑤182cm
⑥70kg


