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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

12名 − 6名 18名

チームリーダー
山本　明
（やまもと　あきら）　男
①1969年5月1日（48歳）
②大阪府　③大阪府立富田林
高校→筑波大学→筑波大学大
学院　④（公財）日本バスケッ
トボール協会　⑩バスケット
ボール上級コーチ

監督
陸川　章
（りくかわ　あきら）　男
①1962年3月11日（55歳）
②新潟県　③新潟県立新井高
校→日本体育大学　④東海大
学　⑩バスケットボール上級
コーチ

コーチ
池内　泰明
（いけうち　やすあき）　男
①1960年1月12日（57歳）
②福島県　③福島県立郡山商
業高校→拓殖大学→筑波大学
大学院　④拓殖大学体育振興
課　⑩バスケットボール上級
コーチ

コーチ
比嘉　靖
（ひが　やすし）　男
①1973年9月9日（43歳）
②沖縄県　③沖縄県立中部工
業高校→大阪体育大学→大阪
体育大学大学院　④大阪体育
大学体育学部　⑩バスケット
ボールコーチ

トレーナー
吉本　完明
（よしもと　さだあき）　男
①1963年3月2日（54歳）
②東京都　③私立城西大学付
属城西高校（東京都）→青山
学院大学　④青山学院大学　
⑩アスレティックトレーナー
（H29.10.1～予定）

総務
岩部　大輝
（いわべ　ひろき）　男
①1994年1月9日（23歳）
②神奈川県　③神奈川県立麻
溝台高校→東海大学→東海大
学大学院　④東海大学大学院

選手
ベンドラメ　礼生
（ベンドラメ　れお）　男
①1993年11月14日（23歳）
②福岡県　③筑紫野市立筑紫
野中学校（福岡県）→宮崎県立
延岡学園高校→東海大学　
④サンロッカーズ渋谷　
⑤183㎝　⑥79㎏

選手
原　修太
（はら　しゅうた）　男
①1993年12月17日（23歳）
②千葉県　③船橋市立高根台
中学校（千葉県）→習志野市立
習志野高校（千葉県）→国士舘
大学　④千葉ジェッツ　
⑤187㎝　⑥88㎏

選手
角野　亮伍
（すみの　りょうご）　男
①1996年6月14日（21歳）
②神奈川県　③厚木市立厚木
中学校（神奈川県）→私立藤枝
明誠高校（静岡県）→サウザン
ニューハンプシャー大学（2
年）　④サウザンニューハン
プシャー大学　⑤190㎝　
⑥88㎏

選手
田渡　凌
（たわたり　りょう）　男
①1993年6月29日（24歳）
②東京都　③私立京北中学校
（東京都）→私立京北高校（東
京都）→ドミニカン大学　
④横浜ビー・コルセアーズ　
⑤179㎝　⑥85㎏

選手
安藤　周人
（あんどう　しゅうと）　男
①1994年6月13日（23歳）
②三重県　③四日市市立内部
中学校（三重県）→三重県立四
日市工業高校→青山学院大学
④名古屋ダイヤモンドドルフ
ィンズ　⑤189㎝　⑥89㎏

選手
齋藤　拓実
（さいとう　たくみ）　男
①1995年8月11日（22歳）
②神奈川県　③川崎市立白鳥
中学校（神奈川県）→私立桐光
学園高校（神奈川県）→明治大
学（4年）　④明治大学　
⑤172㎝　⑥63㎏
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Basketball (Men)
バスケットボール【男子】

選手
杉浦　佑成
（すぎうら　ゆうせい）　男
①1995年6月24日（22歳）
②東京都　③世田谷区立梅丘
中学校（東京都）→私立福岡大
学附属大濠高校（福岡県）→筑
波大学（4年）　④筑波大学　
⑤195㎝　⑥95㎏

選手
佐藤　卓磨
（さとう　たくま）　男
①1995年5月10日（22歳）
②北海道　③札幌市立常盤中
学校（北海道）→私立東海大学
付属第四高校（北海道）→東海
大学（4年）　④東海大学　
⑤194㎝　⑥90㎏

選手
玉木　祥護
（たまき　しょうご）　男
①1996年8月30日（20歳）
②北海道　③札幌市立向陵中
学校（北海道）→札幌市立旭丘
高校（北海道）→筑波大学（3
年）　④筑波大学　⑤195㎝　
⑥96㎏

選手
ナナー　ダニエル　弾
（ナナー　ダニエル　だん）　男
①1997年6月2日（20歳）
②神奈川県　③私立横須賀学
院中学校（神奈川県）→私立横
須賀学院高校（神奈川県）→青
山学院大学（2年）　④青山学
院大学　⑤197㎝　⑥99㎏

選手
平岩　玄
（ひらいわ　げん）　男
①1997年12月5日（19歳）
②愛知県　③日進市立日進東
中学校（愛知県）→私立土浦日
本大学高校（茨城県）→東海大
学（2年）　④東海大学　
⑤199㎝　⑥103㎏

選手
増田　啓介
（ますだ　けいすけ）　男
①1998年1月22日（19歳）
②静岡県　③私立静岡大成中
学校（静岡県）→私立福岡大学
附属大濠高校（福岡県）→筑波
大学（2年）　④筑波大学　
⑤192㎝　⑥83㎏
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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

− 12名 6名 18名

選手
村山　翠
（むらやま　みどり）　女
①1993年7月1日（24歳）
②千葉県　③船橋市立二宮中
学校（千葉県）→私立昭和学院
高校（千葉県）→専修大学　
④富士通㈱　⑤178㎝　
⑥68㎏

選手
藤岡　麻菜美
（ふじおか　まなみ）　女
①1994年2月1日（23歳）
②千葉県　③市川市立第四中
学校（千葉県）→私立千葉英和
高校（千葉県）→筑波大学　
④JXTGエネルギー㈱　
⑤170㎝　⑥60㎏

選手
田村　未来
（たむら　みらい）　女
①1994年5月2日（23歳）
②兵庫県　③姫路市立琴陵中
学校（兵庫県）→私立聖カタリ
ナ女子高校（愛媛県）→早稲田
大学　④㈱デンソー　
⑤166㎝　⑥60㎏

選手
安間　志織
（やすま　しおり）　女
①1994年7月22日（23歳）
②沖縄県　③北谷町立北谷中
学校（沖縄県）→私立中村学園
高校（福岡県）→拓殖大学　
④トヨタ自動車㈱　⑤160㎝
⑥53㎏

選手
加藤　臨
（かとう　のぞみ）　女
①1994年9月9日（22歳）
②山形県　③鶴岡市立羽黒第
二中学校（山形県）→山形市立
商業高校（山形県）→早稲田大
学　④トヨタ紡織㈱　
⑤175㎝　⑥62㎏

選手
林　咲希
（はやし　さき）　女
①1995年3月16日（22歳）
②福岡県　③糸島市立前原中
学校（福岡県）→私立精華女子
高校（福岡県）→白鷗大学　
④JXTGエネルギー㈱　
⑤171㎝　⑥64㎏

チームリーダー
野寺　和彦
（のでら　かずひこ）　男
①1957年2月3日（60歳）
②東京都　③習志野市立習志
野高校（千葉県）→玉川大学→
東京学芸大学大学院　④玉川
大学　⑩バスケットボールコ
ーチ

監督
佐藤　智信
（さとう　としのぶ）　男
①1967年1月4日（50歳）
②福岡県　③福岡県立宗像高
校→福岡教育大学　④白鷗大
学　⑩バスケットボール上級
コーチ

コーチ
佐久本　智
（さくもと　さとし）　男
①1972年4月28日（45歳）
②沖縄県　③私立福岡大学附
属大濠高校（福岡県）→日本大
学　④JXTGエネルギー㈱　
⑩バスケットボールコーチ

コーチ
木下　佳子
（きのした　よしこ）　女
①1975年4月25日（42歳）
②東京都　③私立実践学園高
校（東京都）→日本体育大学→
筑波大学大学院　④日本体育
大学　⑩バスケットボールコ
ーチ

トレーナー
清水　結
（しみず　ゆう）　女
①1977年2月7日（40歳）
②東京都　③私立関東国際高
校（東京都）→日本体育大学→
東京衛生学園専門学校　④と
つか西口整形外科　スポーツ
医学センター　⑩アスレティ
ックトレーナー

総務
田邊　広子
（たなべ　ひろこ）　女
①1966年10月4日（50歳）
②愛知県　③私立名古屋短期
大学付属高校（愛知県）　④ト
ヨタ自動車㈱
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Basketball (Women)
バスケットボール【女子】

選手
津村　ゆり子
（つむら　ゆりこ）　女
①1995年11月1日（21歳）
②埼玉県　③春日部市立葛飾
中学校（埼玉県）→私立昌平高
校（埼玉県）→東京医療保健大
学（4年）　④東京医療保健大
学　⑤172㎝　⑥63㎏

選手
谷口　二千華
（たにぐち　にちか）　女
①1996年1月24日（21歳）
②兵庫県　③南あわじ市・洲
本市小中学校組合立広田中学
校（兵庫県）→私立夙川学院高
校（兵庫県）→愛知学泉大学（4
年）　④愛知学泉大学　
⑤171㎝　⑥63㎏

選手
田中　真美子
（たなか　まみこ）　女
①1996年12月11日（20歳）
②東京都　③日野市立日野第
一中学校（東京都）→私立東京
成徳大学高校（東京都）→早稲
田大学（3年）　④早稲田大学
⑤180㎝　⑥69㎏

選手
小笠原　美奈
（おがさわら　みな）　女
①1997年6月6日（20歳）
②東京都　③大田区立志茂田
中学校（東京都）→私立明星学
園高校（東京都）→専修大学（2
年）　④専修大学　⑤177㎝　
⑥69㎏

選手
中田　珠未
（なかだ　たまみ）　女
①1997年12月21日（19歳）
②埼玉県　③私立明星学園中
学校（東京都）→私立明星学園
高校（東京都）→早稲田大学（2
年）　④早稲田大学　⑤181㎝
⑥63㎏

選手
藤本　愛妃
（ふじもと　あき）　女
①1998年2月11日（19歳）
②徳島県　③小松島市立小松
島中学校（徳島県）→私立桜花
学園高校（愛知県）→東京医療
保健大学（2年）　④東京医療
保健大学　⑤179㎝　⑥67㎏


