
少年男子　出場チーム

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

日下部 二郎 クサカベ ジロウ － －
CAP 4 佐々木 紘平 ササキ コウヘイ 175 北海道旭川西高校

5 岡音 直樹 オカオト ナオキ 165 北海道旭川工業高校
6 松田 啓吾 マツダ ケイゴ 175 北海道旭川西高校
7 森江 俊樹 モリエ トシキ 175 北海道旭川工業高校
8 西川 貴之 ニシカワ タカノブ 195 東海大学付属第四高校
9 千葉 剛大 チバ タカヒロ 165 北海道旭川西高校

10 須田 侑太郎 スダ ユウタロウ 187 東海大学付属第四高校
11 秋月 俊介 アキヅキ シュンスケ 185 北海道旭川西高校
12 大西 寛明 オオニシ ヒロアキ 181 北海道旭川西高校
13 田中 祐輔 タナカ ユウスケ 175 北海道旭川工業高校
14 山田 麻稀 ヤマダ アサキ 170 北海道旭川工業高校
15 小澤 淳 オザワ ジュン 171 北海道旭川工業高校

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

室岡 茂彰 ムロオカ シゲアキ － 盛岡市立高等学校
CAP 4 佐々木 恭 ササキ キョウ 185 盛岡市立高等学校

5 田中舘 洸 タナカダテ コウ 182 盛岡市立高等学校
6 大森 怜 オオモリ レン 180 盛岡市立高等学校
7 千葉 太博 チバ タカヒロ 190 岩手県立一関第一高等学校
8 澤口 誠 サワグチ マコト 183 岩手県立盛岡南高等学校
9 早川 信太郎 ハヤカワ シンタロウ 179 盛岡市立高等学校

10 晴山 ケビン ハレヤマ ケビン 190 盛岡市立高等学校
11 似鳥 晃太 ニタトリ コウタ 170 盛岡市立高等学校
12 工藤 拓人 クドウ タクト 176 盛岡市立高等学校
13 田上 翔 タガミ ショウ 172 盛岡市立高等学校
14 小田島 涼介 オダシマ リョウスケ 190 盛岡市立高等学校
15 宮野 悠 ミヤノ ユウ 182 盛岡市立高等学校

ユニフォームの色：緑/白

身長 所　　　属

佐藤 剛 サトウ タケシ － 仙台高等学校
4 村田 翔 ムラタ ショウ 187 明成高等学校

CAP 5 畠山 俊樹 ハタケヤマシュンキ 175 明成高等学校
6 菊地 大 キクチ ヒロ 195 明成高等学校
7 木村 聡 キムラ サトシ 189 明成高等学校
8 松澤 大晃 マツザワ ダイコウ 196 明成高等学校
9 高田 歳也 タカダ トシヤ 174 明成高等学校

10 宮澤 耀佑 ミヤザワ ヨウスケ 192 明成高等学校
11 杉本 健将 スギモト ケンショウ 176 明成高等学校
12 冨永 昇平 トミナガ ショウヘイ 171 東北学院高等学校
13 安藤 誓哉 アンドウ セイヤ 183 明成高等学校
14 栁川 龍之介 ヤナガワ リュウノスケ 186 仙台高等学校
15 佐藤 俊博 サトウ トシヒロ 185 東北学院高等学校

監督

監督

都道府県名 宮城県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 岩手県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

トキめき新潟国体

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

＊はエントリー変更，赤字はプログラムの誤字を訂正したもの

監督

北海道都道府県名

2009 National Sports Festival
第64回国民体育大会バスケットボール競技

第64回国民体育大会バスケットボール競技　少年男子　出場チーム　No.1



少年男子　出場チーム

トキめき新潟国体
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ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

飯沼 加寿夫 イイヌマ カズオ － 県立幕張総合高校
CAP 4 森山 翔太 モリヤマ ショウタ 184 船橋市立船橋高校

5 藤岡 昂希 フジオカ コウキ 191 船橋市立船橋高校
6 齋藤 滉太 サイトウ コウタ 175 船橋市立船橋高校
7 安田 太樹 ヤスダ ダイキ 180 船橋市立船橋高校
8 出羽 崚一 デワ リョウイチ 188 船橋市立船橋高校
9 尾崎 達規 オザキ タツノリ 196 東海大浦安高校

10 服部 雄登 ハットリ ユウト 175 柏市立柏高校
11 岡田 福嗣 オカダ フクシ 186 柏市立柏高校
12 城間 真斗 シロマ マサト 166 船橋市立船橋高校
13 向後 史彦 コウゴ フミヒコ 176 県立幕張総合高校
14 平田 和哉 ヒラタ カズヤ 185 県立幕張総合高校

15 山田 侑樹 ヤマダ ユウキ 191 船橋市立船橋高校

ユニフォームの色：赤/白

身長 所　　　属

佐藤 正 サトウ タダシ － 新潟市立高志高等学校
CAP 4 田中 成也 タナカ セイヤ 186 新潟市立高志高等学校

5 新保 寛人 シンボ ヒロヒト 186 新潟県立新潟商業高等学校
6 見田 直人 ミタ ナオト 175 新潟県立新発田南高等学校
7 高橋 幸大 タカハシ コウダイ 178 新潟市立高志高等学校
8 小野寺 弘晃 オノデラ ヒロキ 177 新潟県立新潟商業高等学校
9 赤塚 素也 アカツカ モトヤ 195 新発田中央高等学校

10 田村 亮 タムラ リョウ 190 新潟県立新潟商業高等学校
11 高澤 大貴 タカサワ ヒロキ 182 新潟市立高志高等学校
12 曽我 洸樹 ソガ コウキ 182 新潟県立新潟南高等学校
13 千葉 広靖 チバ ヒロヤス 181 新潟市立高志高等学校
14 金田 敦之 カネタ アツユキ 180 新潟県立新潟南高等学校

15 中村 博 ナカムラ ヒロム 180 新潟県立新潟商業高等学校

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

津田 洋道 ツダ ヒロミチ － 北陸高等学校
CAP 4 占部 賢人 ウラベ ケント 171 北陸高等学校

5 野本 建吾 ノモト ケンゴ 197 北陸高等学校
6 韓 洋 カン ヨウ 193 北陸高等学校
7 森川 正明 モリカワ マサアキ 189 福井商業高等学校
8 寺嶋 恭之介 テラシマ キョウノスケ 176 北陸高等学校

＊ 9 趙 宏松 チョウ ユウショウ 199 北陸高等学校
＊ 10 藤原 勇貴 フジワラ ユウキ 180 北陸高等学校

11 木村 悠佑 キムラ ユウスケ 183 北陸高等学校
12 古川 統規 フルカワ トモキ 186 高志高等学校
13 安野 慎太郎 ヤスノ シンタロウ 181 北陸高等学校
14 田野 司 タノ ツカサ 170 北陸高等学校

15 高橋 虎太郎 タカハシ コタロウ 174 北陸高等学校

監督

監督

都道府県名 福井県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 新潟県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 千葉県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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トキめき新潟国体
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ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

大橋 俊 オオハシ タカシ － 県立二俣高等学校
CAP 4 藤井 祐眞 フジイ ユウマ 177 藤枝明誠高等学校

5 羅 中杰 ロー チュンジェ 197 藤枝明誠高等学校
6 永井 裕也 ナガイ ユウヤ 178 藤枝明誠高等学校
7 鈴木 友貴 スズキ ユウキ 183 藤枝明誠高等学校
8 古本 樹 フルモト タツキ 184 藤枝明誠高等学校
9 張 暁博 チャン シュオボー 198 藤枝明誠高等学校

10 石川 琢巳 イシカワ タクミ 173 興誠高等学校
11 古橋 広樹 フルハシ ヒロキ 183 興誠高等学校
12 曽根 秀介 ソネ シュウスケ 188 静岡学園高等学校
13 大澤 歩 オオサワ アユム 178 静岡学園高等学校
14 大野 陽平 オオノ ヨウヘイ 187 静岡学園高等学校

15 金子 大斗 カネコ ダイト 187 県立浜松商業高等学校

ユニフォームの色：紫/白

身長 所　　　属

作本 信夫雄 サクモト ノブオ － 洛南高等学校
CAP 4 蛯名 涼 エビナ リョウ 180 洛南高等学校

5 小林 遥太 コバヤシ リョウタ 178 洛南高等学校
6 鈴山 高範 スズヤマ タカノリ 190 洛南高等学校
7 河上 宗平 カワカミ ソウヘイ 190 洛南高等学校
8 塩谷 亨 シオヤ トオル 183 洛南高等学校
9 大八木 誉之 オオヤギ タカユキ 187 東山高等学校

10 高畑 勇吾 タカハタ ユウゴ 178 京都府立山城高等学校
11 木村 晃大 キムラ コウダイ 190 洛南高等学校
12 平野 哲朗 ヒラノ テツロウ 185 洛南高等学校
13 笹山 貴哉 ササヤマ タカヤ 176 洛南高等学校
14 満山 拓末 ミツヤマ タクミ 181 洛南高等学校

15 荒谷 優斗 アラタニ ユウト 187 洛南高等学校

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

中村 浩正 ナカムラ ヒロマサ － 山口県立豊浦高等学校
CAP 4 清水 翔平 シミズ ショウヘイ 175 山口県立豊浦高等学校

5 有田 拓矢 アリタ タクヤ 195 誠英高等学校
6 木原 大輔 キハラ ダイスケ 178 山口県立山口高等学校
7 村田 悟志 ムラタ サトシ 182 山口県立宇部工業高等学校
8 松田 尭之 マツダ タカユキ 182 山口県立柳井高等学校
9 明石 良 アカシ リョウ 183 山口県立豊浦高等学校

10 三戸 陽紀 ミト アキノリ 182 山口県立豊浦高等学校
11 原田 凱人 ハラダ ガイト 179 山口県立豊浦高等学校
12 岡村 隆行 オカムラ タカユキ 181 山口県立柳井高等学校
13 三宅 敏彰 ミヤケ トシアキ 170 山口県立柳井高等学校
14 上村 拓馬 ウエムラ タクマ 177 高水高等学校

15 上田 雅也 ウエダ マサヤ 173 山口県立宇部工業高等学校

監督

監督

都道府県名 山口県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 京都府

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 静岡県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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少年男子　出場チーム

トキめき新潟国体

＊はエントリー変更，赤字はプログラムの誤字を訂正したもの
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ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

中島 和久 ナカジマ カズヒサ － 高知県立岡豊高等学校
CAP 4 小松 史明 コマツ フミアキ 173 明徳義塾高等学校

5 松岡 治宏 マツオカ チヒロ 177 明徳義塾高等学校
6 中野 高紳 ナカノ コウシン 185 高知中央高等学校
7 長﨑 海斗 ナガサキ カイト 175 高知県立岡豊高等学校
8 谷内 陽 タニウチ アキラ 180 高知県立高知南高等学校
9 正 健弥 ショウ ケンヤ 178 明徳義塾高等学校

10 稲山 欽也 イナヤマ キンヤ 183 明徳義塾高等学校
11 吉福 真利 ヨシフク マナト 190 明徳義塾高等学校
12 藤谷 善彰 フジタニ ヨシアキ 180 明徳義塾高等学校
13 佐竹 尚輝 サタケ ナオキ 180 明徳義塾高等学校
14 ジョアン・エリーザ シンバ・フィーリョ 201 明徳義塾高等学校

15 小川 凌 オガワ リョウ 191 高知中央高等学校

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

井手口 孝 イデグチ タカシ － 福岡第一高等学校
CAP 4 山崎 翔 ヤマサキ ショウ 170 福岡第一高等学校

5 本間 遼太郎 ホンマ リョウタロウ 170 福岡第一高等学校
6 和田 直樹 ワダ ナオキ 180 福岡第一高等学校
7 園 幸樹 ソノ コウキ 183 福岡第一高等学校
8 玉井 勇気 タマイ ユウキ 180 福岡第一高等学校
9 豊嶋 龍生 トヨシマ リュウセイ 193 福岡第一高等学校

10 田中 光 タナカ ヒカル 190 福岡第一高等学校
11 二宮 弘憲 ニノミヤ ヒロノリ 193 福岡大学附属大濠高等学校
12 矢嶋 瞭 ヤジマ アキラ 187 福岡大学附属大濠高等学校
13 永野 俊輔 ナガノ シュンスケ 187 福岡大学附属大濠高等学校
14 児玉 貴通 コダマ タカユキ 162 福岡県立宗像高等学校

15 佐藤 航 サトウ ワタル 182 九州産業大学付属九州高等学校

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

北郷 純一郎 ホンゴウ ジュンイチロウ － 延岡学園高等学校
CAP 4 横瀬 孝樹 ヨコセ コウキ 184 延岡学園高等学校

5 永吉 佑也 ナガヨシ ユウヤ 199 延岡学園高等学校
6 寺原 拓史 テラハラ タクシ 177 延岡学園高等学校
7 宇治橋 眞悟 ウジバシ シンゴ 180 延岡学園高等学校
8 長谷場 祐二 ハセバ ユウジ 173 延岡学園高等学校
9 田中 芳樹 タナカ ヨシキ 183 県立小林高等学校

10 岩田 大輝 イワタ ヒロキ 180 延岡学園高等学校
11 黒木 亮 クロキ リョウ 193 延岡学園高等学校
12 川元 崇史 カワモト タカシ 188 延岡学園高等学校
13 中村 友哉 ナカムラ トモヤ 185 延岡学園高等学校
14 相馬 卓弥 ソウマ タクヤ 183 県立宮崎工業高等学校

15 エリマン プイ 200 延岡学園高等学校

監督

監督

都道府県名 宮崎県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督＊

都道府県名 福岡県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 高知県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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