
少年女子　出場チーム

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

佐藤 恵文 サトウ ケイブン － 札幌琴似工業高等学校
CAP 4 今野 真澄 コンノ マスミ 162 札幌山の手高等学校
＊ 5 佐藤 れな サトウ レナ 171 札幌山の手高等学校

6 町田 瑠唯 マチダ ルイ 161 札幌山の手高等学校
7 岩木 瑞希 イワキ ミズキ 164 札幌創成高等学校
8 脇坂 葉月 ワキサカ ハヅキ 168 札幌山の手高等学校
9 渡邊 南 ワタナベ ミナミ 171 札幌山の手高等学校

10 千田 美喜子 センダ ミキコ 171 札幌山の手高等学校
11 長岡 萌映子 ナガオカ モエコ 178 札幌山の手高等学校

＊ 12 細川 奈央 ホソカワ ナオ 173 札幌山の手高等学校
13 高田 汐織 タカダ シオリ 170 札幌山の手高等学校
14 本川 紗奈生 モトカワ サナエ 174 札幌山の手高等学校
15 石川 瑞季 イシカワ ミズキ 172 札幌山の手高等学校

ユニフォームの色：緑/白

身長 所　　　属

冨塚 久美子 トミツカ クミコ － 黒川高等学校
CAP 4 青山 彩七 アオヤマ セナ 173 聖和学園高等学校

5 梶原 美香 カジワラ ミカ 162 聖和学園高等学校
6 鈴木 ひかる スズキ ヒカル 158 聖和学園高等学校
7 岸田 麻里 キシダ マリ 173 聖和学園高等学校
8 田中 春奈 タナカ ハルナ 170 聖和学園高等学校
9 日退 菜波 ヒジリ ナナミ 156 明成高等学校

10 猪股 優奈 イノマタ ユナ 176 聖和学園高等学校
11 磯村 鹿乃子 イソムラ カノコ 173 聖和学園高等学校
12 羽川 茜 ハガワ アカネ 168 明成高等学校
13 伊藤 裕佳子 イトウ ユカコ 165 明成高等学校
14 早城 彰恵 ハヤサカ アキエ 175 聖和学園高等学校
15 韓 雨濛 ハン ユーモン 192 明成高等学校

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

高橋 仁 タカハシ ヒトシ － 山形市立商業高等学校
CAP 4 佐藤 綾香 サトウ アヤカ 175 山形市立商業高等学校

5 加藤 千尋 カトウ チヒロ 172 山形市立商業高等学校
6 横山 史佳 ヨコヤマ フミカ 174 山形市立商業高等学校
7 武田 灯 タケダ アカリ 165 山形市立商業高等学校
8 小野 夏希 オノ ナツキ 167 山形市立商業高等学校
9 後藤 由喜 ゴトウ ユキ 166 山形市立商業高等学校

10 佐竹 美咲 サタケ ミサキ 170 山形市立商業高等学校
11 原田 英里 ハラダ エリ 165 山形市立商業高等学校
12 上野 真実 ウエノ マミ 171 山形市立商業高等学校
13 細谷 映理菜 ホソヤ エリナ 164 山形市立商業高等学校
14 大沼 美琴 オオヌマ ミコト 173 山形市立商業高等学校
15 黒田 陽菜 クロダ ハルナ 170 山形市立商業高等学校

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

＊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

トキめき新潟国体

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 宮城県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 山形県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督
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＊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

トキめき新潟国体

ユニフォームの色：紫/白

身長 所　　　属

下坂 須美子 シモサカ スミコ － 東京成徳大高校
CAP 4 金子 実由紀 カネコ ミユキ 163 東京成徳大高校

5 山本 千夏 ヤマモト チナツ 175 東京成徳大高校
6 篠原 恵 シノハラ メグミ 184 東京成徳大高校
7 丸山 菜摘 マルヤマ ナツミ 165 実践学園
8 星野 彩夏 ホシノ アヤカ 168 明星学園
9 大滝 知子 オオタキ トモコ 167 明星学園

10 佐藤 茜 サトウ アカネ 186 明星学園
11 張 静 ジャン ジン 176 明星学園
12 藤木 茜 フジキ アカネ 172 実践学園
13 石原 愛子 イシハラ アイコ 177 東京成徳大高校
14 森 木乃美 モリ コノミ 171 東京成徳大高校

15 根岸 夢 ネギシ ユメ 174 東京成徳大高校

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

本多 哲朗 ホンダ テツロウ － 東京学館新潟高等学校
CAP 4 堀川 美咲 ホリカワ ミサキ 166 東京学館新潟高等学校

5 花澤 夏実 ハナザワ ナツミ 174 東京学館新潟高等学校
6 北見 紫織 キタミ シオリ 167 新潟県立新潟中央高等学校
7 宇都宮 早穂 ウツノミヤ サホ 158 東京学館新潟高等学校
8 宮原 綾 ミヤハラ アヤ 167 東京学館新潟高等学校
9 小山 伽渉 コヤマ カホ 166 東京学館新潟高等学校

10 野上 由布 ノガミ ユウ 154 東京学館新潟高等学校
11 久保田 有紀 クボタ ユキ 164 東京学館新潟高等学校
12 大柴 かおる オオシバ カオル 155 東京学館新潟高等学校
13 安達 美紗希 アダチ ミサキ 161 新潟県立新潟中央高等学校
14 守橋 花鈴 モリハシ カリン 174 東京学館新潟高等学校

15 岡崎 良子 オカザキ リョウコ 181 東京学館新潟高等学校

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

林 慎一郎 ハヤシ シンイチロウ － 県立足羽高等学校
CAP 4 小泉 有加 コイズミ ユカ 157 県立足羽高等学校

5 福島 かおり フクシマ カオリ 175 県立足羽高等学校
6 木暮 彩華 キグレ アヤカ 163 県立足羽高等学校
7 棟朝 瑠衣 ムネトモ ルイ 175 県立足羽高等学校
8 濱地 花霞 ハマジ カスミ 166 県立足羽高等学校
9 糸魚川 朋子 イトイガワ トモコ 164 県立福井商業高等学校

10 幸道 妙恵 コウドウ タエ 173 県立足羽高等学校
11 木工 理恵 モク リエ 169 県立足羽高等学校
12 伊藤 純 イトウ ジュン 174 県立福井商業高等学校
13 松原 由愛 マツバラ ユア 169 県立足羽高等学校
14 堀内 郁美 ホリウチ イクミ 170 県立足羽高等学校

15 李 妍 リ イエン 185 敦賀気比高等学校

都道府県名 東京都

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

監督

都道府県名 福井県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督
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少年女子　出場チーム

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

＊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

トキめき新潟国体

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

井上 眞一 イノウエ シンイチ － 桜花学園高等学校
CAP 4 本多 真実 ホンダ マサミ 175 桜花学園高等学校

5 水島 沙紀 ミズシマ サキ 169 桜花学園高等学校
6 大西ムーア ダイアンまどか オオニシムーア ダイアンマドカ 176 桜花学園高等学校
7 村瀬 瞳子 ムラセ トウコ 176 桜花学園高等学校
8 菅原 絵梨奈 スガワラ エリナ 176 桜花学園高等学校
9 木原 芳 キハラ カオリ 175 石田学園星城高等学校

10 外山 優子 トヤマ ユウコ 165 桜花学園高等学校
11 岡本 彩也花 オカモト サヤカ 160 桜花学園高等学校
12 石黒 加奈 イシグロ カナ 163 石田学園星城高等学校
13 ヒル 理奈 ヒル リナ 168 桜花学園高等学校
14 白 慶花 パク キョンハ 184 桜花学園高等学校

15 渡嘉敷 来夢 トカシキ ラム 191 桜花学園高等学校

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

浅貝 修二 アサガイ シュウジ － 大阪府立堺東高等学校
CAP 4 森 仁美 モリ ヒトミ 168 大阪薫英女学院高等学校

5 前川 千尋 マエカワ チヒロ 166 樟蔭東高等学校
6 上畑 香奈 ウエハタ カナ 169 大阪薫英女学院高等学校
7 金澤 春香 カナザワ ハルカ 175 樟蔭東高等学校
8 早川 結花 ハヤカワ ユイカ 178 大阪薫英女学院高等学校
9 朝田 桃子 アサダ モモコ 169 樟蔭東高等学校

10 谷口 菜生 タニグチ ナオ 172 大阪薫英女学院高等学校
11 蜷尾 はるか ニナオ ハルカ 170 大阪府立阪南高等学校
12 藤木 沙也香 フジキ サヤカ 162 大阪薫英女学院高等学校
13 吉川 裕子 ヨシカワ ユウコ 170 大阪薫英女学院高等学校
14 大濱 杏華 オオハマ アンカ 175 大阪薫英女学院高等学校

15 坂井 郁香 サカイ アヤカ 170 大阪薫英女学院高等学校

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

砂田 祐一 スナダ ユウイチ － 倉敷商業高校
CAP 4 阿部 真衣 アベ マイ 168 就実高校

5 犬飼 ひろ美 イヌカイ ヒロミ 163 就実高校
6 赤木 優美 アカギ ユミ 160 就実高校
7 竹田 茉里奈 タケダ マリナ 160 倉敷翠松高校
8 丹下 真帆 タンゲ マホ 167 就実高校
9 菅 晴香 カン ハルカ 172 就実高校

10 植村 円香 ウエムラ マドカ 175 就実高校
11 坂本 彩 サカモト アヤ 172 倉敷翠松高校
12 ジャイ ゴーネ 185 倉敷翠松高校
13 肱岡 岬 ヒジオカ ミサキ 160 倉敷翠松高校
14 喜多 かさね キタ カサネ 162 倉敷翠松高校

15 大塚 千愛 オオツカ チアイ 163 倉敷商業高校

都道府県名 愛知県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 大阪府

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 岡山県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督
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少年女子　出場チーム

2009 National Sports Festival
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＊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

トキめき新潟国体

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

一色 建志 イッシキ タツシ － 聖カタリナ女子高校
CAP 4 伊藤 瑛里 イトウ エリ 160 聖カタリナ女子高校

5 倉瀬 美樹 クラセ ミキ 177 聖カタリナ女子高校
6 苗田 未来 ナエダ ミク 174 聖カタリナ女子高校
7 大森 彩乃 オオモリ アヤノ 167 聖カタリナ女子高校
8 山本 有茄 ヤマモト ユカ 167 聖カタリナ女子高校
9 鈴木 菜央 スズキ ナオ 176 聖カタリナ女子高校

10 近藤 楓 コンドウ カエデ 172 新居浜商業高校
11 武村 栞 タケムラ シオリ 167 新居浜商業高校
12 滝川 未来 タキガワ ミキ 167 聖カタリナ女子高校
13 小澤 美咲 オザワ ミサキ 172 聖カタリナ女子高校
14 近平 奈緒子 チカヒラ ナオコ 180 聖カタリナ女子高校

15 村上 直子 ムラカミ ナオコ 160 聖カタリナ女子高校

ユニフォームの色：紫/白

身長 所　　　属

池田 憲二 イケダ ケンジ － 九州女子高等学校
CAP 4 川原 ゆい カワハラ ユイ 169 中村学園女子高等学校

5 橋詰 まり ハシヅメ マリ 182 中村学園女子高等学校
6 金原 彩姫 カネハラ サキ 160 精華女子高等学校
7 瀨﨑 理奈 セザキ リナ 161 中村学園女子高等学校
8 岡山 華織 オカヤマ カオリ 170 精華女子高等学校
9 内田 美樹 ウチダ ミキ 176 中村学園女子高等学校

10 林 ゆい ハヤシ ユイ 164 九州女子高等学校
11 金本 望 カネモト ノゾミ 178 北九州市立高等学校
12 打越 裕梨 ウチコシ ユリ 175 中村学園女子高等学校
13 津野 彩華 ツノ アヤカ 167 精華女子高等学校
14 津田 史穂莉 ツダ シホリ 167 精華女子高等学校

15 上妻 佐世 コウヅマ サヨ 165 精華女子高等学校

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

西田 次良 ニシダ ジロウ － 県立小林高校
CAP 4 上妻 朱奈 コウヅマ アヤナ 167 県立小林高校

5 江藤 綾子 エトウ アヤコ 169 県立小林高校
6 八崎 友里慧 ハッサキ ユリエ 164 県立小林高校
7 薬師寺 伶 ヤクシジ レイ 175 私立延岡学園高校
8 山本 珠美 ヤマモト タマミ 176 私立延岡学園高校
9 野崎 真衣 ノザキ マイ 159 県立宮崎商業高校

10 永田 久美子 ナガタ クミコ 171 県立小林高校
11 寺田 彩香 テラダ アヤカ 158 県立小林高校
12 岡松 永莉 オカマツ エリ 162 県立小林高校
13 早稲田 菜月 ワセダ ナツキ 154 県立小林高校
14 濱砂 貴恵 ハマスナ キエ 162 県立小林高校

15 森満 亜衣 モリミツ アイ 164 県立小林高校

都道府県名 愛媛県

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

監督

監督

都道府県名 宮崎県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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