
成年女子　出場チーム

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

幸丸 政実 コウマル マサミ － アカシヤクラブ
4 仁部 さおり ニベ サオリ 160 アカシヤクラブ
5 横山 祐子 ヨコヤマ ユウコ 159 アカシヤクラブ
6 高橋 伸素美 タカハシ ノゾミ 162 アカシヤクラブ
7 安澤 祐貴 ヤスザワ ユキ 167 アカシヤクラブ
8 三浦 春日 ミウラ ハルカ 167 玉川大学
9 長内 ほのか オサナイ ホノカ 165 札幌大学
10 黒川 幸恵 クロカワ ユキエ 171 アカシヤクラブ

CAP 11 五十嵐 美和 イガラシ ミワ 174 アカシヤクラブ
12 恩田 倫恵子 オンダ リエコ 175 アカシヤクラブ
13 大鷹 さおり オオタカ サオリ 170 筑波大学
14 福士 佳恵 フクシ ヨシエ 180 筑波大学

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

小野澤 憲治 オノサワ ケンジ － ＳＩＧ
CAP 4 中村 友子 ナカムラ ユウコ 174 ＳＩＧ

5 坂本 みな子 サカモト ミナコ 161 A-Bitsブルー･ガディス
6 三上 江利香 ミカミ エリカ 159 A-Bitsブルー･ガディス
7 木村 友映 キムラ トモエ 164 A-Bitsブルー･ガディス
8 太田 有架 オオタ ユカ 173 A-Bitsブルー･ガディス
9 佐藤 亜利紗 サトウ アリサ 170 西北五クラブ
10 渡辺 純 ワタナベ ジュン 182 筑波大学
11 下佐 裕美 シモサ ユミ 168 ＳＩＧ
12 渡辺 寛子 ワタナベ ヒロコ 180 早稲田大学
13 繁田 由美子 シゲタ ユミコ 162 A-Bitsブルー･ガディス
14 阿部 有里子 アベ ユリコ 162 東北学院大学

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

金 亨俊 キム ヒョンジュン － 富士大学
CAP 4 金 吏子 コン サトコ 160 富士大学
＊ 5 工藤 万智 クドウ マチ 158 富士大学

6 千田 蘭 チダ ラン 163 富士大学
7 遠藤 美希 エンドウ ミキ 165 富士大学
8 古間木 杏奈 フルマギ アンナ 173 富士大学
9 桜田 しの サクラダ シノ 168 富士大学
10 今野 里美 コンノ サトミ 166 富士大学
11 菊池 亜寿沙 キクチ アズサ 161 富士大学
12 中野目 未来 ナカノメ ミク 165 岩手大学
13 長瀬 まゆみ ナガセ マユミ 167 盛岡クラブ
14 浦田 綾子 ウラタ アヤコ 155 盛岡クラブ

監督

監督

都道府県名 岩手県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 青森県

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
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成年女子　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

佐々木 桂二 ササキ ケイジ － 東北学院大学
CAP 4 長岡 浩子 ナガオカ ヒロコ 168 東北学院大学

5 岩田 祥子 イワタ ショウコ 173 東北学院大学
6 齋藤 佳子 サイトウ ケイコ 166 東北学院大学
7 山谷 美架 ヤマヤ ミカ 166 東北学院大学
8 大橋 由実 オオハシ ユミ 168 仙台大学
9 黒澤 彩香 クロサワ アヤカ 176 東北学院大学
10 川崎 結衣 カワサキ ユイ 170 東北学院大学
11 押切 奈々 オシキリ ナナ 160 仙台大学
12 相澤 妹佳 アイザワ マイカ 177 仙台大学
13 中山 美穂 ナカヤマ ミホ 162 仙台大学

14 大場 綾子 オオバ アヤコ 152 仙台大学

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

半田 祐毅 ハンダ ユウキ － ー
CAP 4 今 美春 コン ミハル 174 Ｋ．Ｏ．Ｃ☆ＥＣＯ

5 山手 陽子 ヤマテ ヨウコ 174 秋田銀行
6 福田 瞳 フクダ ヒトミ 170 秋田銀行
7 保坂 和音 ホサカ カズネ 181 専修大学
8 渋川 愛子 シブカワ アイコ 175 秋田銀行
9 川又 香澄 カワマタ カスミ 172 秋田銀行
10 福司 恵美子 フクシ エミコ 175 秋田銀行
11 黒澤 早苗 クロサワ サナエ 178 秋田銀行
12 遠藤 梓 エンドウ アズサ 168 秋田銀行
13 糸井 貴子 イトイ タカコ 174 山形大学

14 佐藤 麻衣 サトウ マイ 168 秋田銀行

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

山田 かがり ヤマダ カガリ － 山形銀行
4 北野 尚子 キタノ ヒサコ 167 山形銀行

CAP 5 菅野 恵子 カンノ ケイコ 175 山形銀行
6 佐々木 ゆみ ササキ ユミ 162 山形銀行
7 阿部 愛美 アベ アイミ 170 山形大学
8 佐藤 知穂 サトウ チホ 175 山形大学
9 勝倉 光希 カツクラ ミキ 170 山形銀行
10 遠藤 真美 エンドウ マミ 176 山形銀行
11 赤川 愛 アカガワ メグミ 176 山形銀行
12 中谷 歩 ナカタニ アユミ 173 山形銀行
13 渡邉 明日香 ワタナベ アスカ 162 山形銀行

14 渡邊 千尋 ワタナベ チヒロ 178 山形銀行

監督

監督

都道府県名 山形県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 秋田県

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
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

佐藤 容子 サトウ ヨウコ － ―
4 青山 景子 アオヤマ ケイコ 165 ＳＨＩＧＥＲＵ
5 新國 杏子 ニイクニ キョウコ 165 福島大学
6 宮尾 紗友里 ミヤオ サユリ 166 仙台大学
7 高橋 由佳 タカハシ ユカ 168 仙台大学
8 川越 まりな カワゴエ マリナ 171 Ｇenius

CAP 9 山口 多佳子 ヤマグチ タカコ 170 遊籠倶楽部
10 佐藤 綾香 サトウ アヤカ 172 福島大学
11 大森 さとみ オオモリ サトミ 174 遊籠倶楽部
12 菅野 恭子 カンノ キョウコ 175 仙台大学
13 箭内 瞳 ヤナイ ヒトミ 172 専修大学

14 丹野 愛子 タンノ アイコ 181 日本女子体育大学

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

藤田 伸一 フジタ シンイチ － 東海クラブ

4 横山 恵 ヨコヤマ メグミ 165 東海クラブ
5 田中 千秋 タナカ チアキ 170 東海クラブ
6 近内 瞳 コンナイ ヒトミ 169 大阪人間科学大学
7 天野 佳代子 アマノ カヨコ 180 筑波大学
8 篠崎 由佳 シノザキ ユカ 167 江戸川大学
9 伊東 由紀子 イトウ ユキコ 175 東海クラブ

CAP 10 中濱 文香 ナカハマ アヤカ 178 東海クラブ
11 高田 彩子 タカダ アヤコ 170 東海クラブ
12 武藤 有香 ムトウ ユカ 174 日本女子体育大学
13 淀野 潮里 ヨドノ シオリ 170 筑波大学

14 小沼 めぐみ オヌマ メグミ 172 江戸川大学

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

佐藤 智信 サトウ トシノブ － 白鷗大学
CAP 4 藤井 美紀 フジイ ミキ 165 白鷗大学

5 田中 亜季 タナカ アキ 158 白鷗大学
6 柚木 恵子 ユノキ ケイコ 163 白鷗大学
7 柴原 麻理恵 シバハラ マリエ 171 白鷗大学
8 牧原 小枝 マキハラ サエ 170 白鷗大学
9 永野 友香里 ナガノ ユカリ 178 白鷗大学
10 久谷 央 クヤ チカ 162 白鷗大学
11 宮崎 優子 ミヤザキ ユウコ 163 白鷗大学
12 上原 希莉子 ウエハラ キリコ 152 白鷗大学
13 明智 令育 アケチ レイ 171 白鷗大学

14 塚田 麻衣 ツカダ マイ 172 ＴＢＣ

監督

監督

都道府県名 栃木県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 茨城県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 福島県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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：黒/白

身長 所　　　属

窪田 智弘 クボタ トモヒロ － スバルクラブ

4 石川 真友美 イシカワ マユミ 160 スバルクラブ
5 長濱 梓美 ナガハマ アズミ 175 スバルクラブ
6 橋本 奈菜子 ハシモト ナナコ 170 スバルクラブ
7 金谷 春恵 カナヤ ハルエ 164 スバルクラブ
8 飯塚 めぐみ イイヅカ メグミ 169 丸紅
9 神戸 呂味子 カンベ ロミコ 177 スバルクラブ
10 藤生 喜代美 フジウ キヨミ 165 スバルクラブ
11 岩崎 睦 イワサキ ムツミ 161 スバルクラブ
12 岡本 桂子 オカモト ケイコ 169 スバルクラブ
13 松浦 可奈 マツウラ カナ 170 スバルクラブ

CAP 14 尾花 美恵 オバナ ミエ 171 スバルクラブ

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

根本 靖雄 ネモト ヤスオ － 県立児玉高校
CAP 4 関根 静香 セキネ シズカ 167 ＢＬＵＥ☆ＳＴＡＲＳ

5 早野 光砂 ハヤノ ミサ 177 ＢＬＵＥ☆ＳＴＡＲＳ
6 細川 久美 ホソカワ クミ 170 ＢＬＵＥ☆ＳＴＡＲＳ
7 高島 美希 タカシマ ミキ 162 ＢＬＵＥ☆ＳＴＡＲＳ
8 三田 江里子 ミタ エリコ 175 クラヤ三星堂
9 大島 弘美 オオシマ ヒロミ 165 ＢＬＵＥ☆ＳＴＡＲＳ
10 中澤 朋美 ナカザワ トモミ 172 順天堂大学
11 秋田 佳緒 アキタ カオ 162 立教大学
12 牧野 何日香 マキノ イツカ 176 順天堂大学
13 伊藤 麻衣 イトウ マイ 164 玉川大学

14 桃木 春華 モモキ ハルカ 168 順天堂大学

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

横山 廣美 ヨコヤマ ヒロミ － 千葉女子教員
CAP 4 桑原 美和 クワバラ ミワ 171 千葉女子教員

5 政木 美希 マサキ ミキ 169 千葉女子教員
6 三木 清香 ミキ サヤカ 172 千葉女子教員
7 杉山 仁美 スギヤマ ヒトミ 178 柏リーブス
8 野村 由希 ノムラ ユキ 174 千葉女子教員
9 渡辺 由穂 ワタナベ ユホ 168 君津クラブ
10 鈴木 麻友美 スズキ マユミ 175 千葉女子教員
11 渡部 優希 ワタナベ ユキ 168 千葉女子教員
12 高橋 香澄 タカハシ カスミ 168 専修大学
13 日下部 知恵 クサカベ チエ 174 君津クラブ

＊ 14 建部 弘美 タテベ ヒロミ 174 千葉女子教員

監督

監督

都道府県名 千葉県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 埼玉県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 群馬県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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：紺紫/白

身長 所　　　属

桑田 健秀 クワタ キヨヒデ － 荏原ヴィッキーズ
CAP 4 阿形 美由紀 アガタ ミユキ 158 荏原ヴィッキーズ

5 櫻木 詠子 サクラギ エイコ 168 荏原ヴィッキーズ
6 成田 聡子 ナリタ サトコ 169 荏原ヴィッキーズ
7 矢野 優子 ヤノ ユウコ 172 荏原ヴィッキーズ
8 水澤 春奈 ミズサワ ハルナ 171 荏原ヴィッキーズ

＊ 9 松井 涼子 マツイ リョウコ 175 荏原ヴィッキーズ
10 稲本 聡子 イナモト サトコ 165 荏原ヴィッキーズ
11 深澤 光恵 フカザワ ミツエ 177 荏原ヴィッキーズ
12 畑中 美保 ハタナカ ミホ 177 荏原ヴィッキーズ
13 早野 光星 ハヤノ ミホシ 175 荏原ヴィッキーズ
14 梅澤 裕貴 ウメザワ ユウキ 180 荏原ヴィッキーズ

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

小林 夕紀恵 コバヤシ ユキエ － 松蔭大学
CAP＊ 4 君塚 祐美 キミツカ ユミ 168 松蔭大学

5 中澤 香織 ナカザワ カオリ 165 ＴＯＴＯ
6 石島 沙羅 イシジマ サラ 159 三井住友銀行
7 木村 優里 キムラ ユウリ 160 松蔭大学
8 本間 香葉子 ホンマ カヨコ 170 松蔭大学
9 岩澤 真奈美 イワサワ マナミ 170 松蔭大学
10 武笠 恵理 タケガサ エリ 171 早稲田大学
11 田中 真波 タナカ マナミ 173 松蔭大学
12 小谷 紀子 コダニ ノリコ 175 松蔭大学
13 横山 亜希恵 ヨコヤマ アキエ 174 松蔭大学
14 久保田 真梨子 クボタ マリコ 170 松蔭大学

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

炭田 久美子 スミタ クミコ － 山梨クイーンビーズ
4 松木 豊子 マツキ トヨコ 182 山梨クイーンビーズ
5 山田 知佳 ヤマダ チカ 170 山梨クイーンビーズ
6 赤池 めぐみ アカイケ メグミ 182 山梨クイーンビーズ

CAP 7 浅石 奈津子 アサイシ ナツコ 166 山梨クイーンビーズ
8 佐藤 望 サトウ ノゾミ 175 山梨クイーンビーズ
9 岡田 美香 オカダ ミカ 174 山梨クイーンビーズ
10 小沼 郁美 コヌマ イクミ 164 山梨クイーンビーズ
11 松元 裕依子 マツモト ユイコ 167 山梨クイーンビーズ
12 二宮 可南子 ニノミヤ カナコ 165 山梨クイーンビーズ
13 佐藤 美鈴 サトウ ミスズ 180 山梨クイーンビーズ
14 加藤 順子 カトウ ジュンコ 168 山梨クイーンビーズ

監督

監督

都道府県名 山梨県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 神奈川県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 東京都

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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：オレンジ/白

身長 所　　　属

高沢 文隆 タカサワ フミタカ － 新潟医療福祉大学
CAP 4 林 実和子 ハヤシ ミワコ 170 新潟クラブ

5 田中 樹里 タナカ ジュリ 161 ＵＬＴＩＭＡＴＥＳ
6 西潟 瞳 ニシカタ ヒトミ 181 ＵＬＴＩＭＡＴＥＳ
7 市川 藤乃 イチカワ フジノ 165 新潟教員
8 渡辺 恵 ワタナベ メグミ 167 新潟クラブ
9 坪谷 愛美 ツボタニ マナミ 168 ＵＬＴＩＭＡＴＥＳ
10 小田 文子 オダ アヤコ 180 新潟医療福祉大学
11 加藤 茉奈美 カトウ マナミ 170 新潟経営大学
12 高橋 あゆみ タカハシ アユミ 165 新潟教員
13 小林 真里奈 コバヤシ マリナ 165 新潟医療福祉大学

14 竹井 友理恵 タケイ ユリエ 170 新潟医療福祉大学

ユニフォームの色：オレンジ/白

身長 所　　　属

佐土 透 サド トオル － 長野大学
CAP 4 志賀 明子 シガ アキコ 170 ＮＫＯ

5 堀内 三奈 ホリウチ ミナ 160 ＦＬＡＰＰＥＲＳ
6 野溝 千佳 ノミゾ チカ 173 ＮＫＯ
7 田中 愛 タナカ アイ 160 ＮＫＯ
8 寺廻 唯 テラマワリ ユイ 173 信州大学
9 伊藤 麻也 トイウ マヤ 167 ＮＫＯ
10 吉川 希 ヨシカワ ノゾミ 171 ＮＫＯ

＊ 11 岩原 茉紀 ヨコイ ミサ 168 フカガワ
12 羽場 美華 ハバ ミカ 170 ＮＫＯ
13 深沢 未来 フカサワ ミク 170 長野大学

14 宇羽野 美希 ウバノ ミキ 175 信州大学

ユニフォームの色：水色/白

身長 所　　　属

馬場 敏春 ババ トシハル － 富山第一高等学校
CAP 4 嶋 理恵 シマ リエ 168 Blue　Sky

5 井戸 　美穂子 イド ミホコ 160 富山大学
6 中村 宏美 ナカムラ ヒロミ 163 DREAM
7 野原 由起子 ノハラ ユキコ 168 SUNS
8 柿原 沙弥佳 カキハラ サヤカ 177 SUNS
9 水上 希 ミズカミ ノゾミ 170 Blue　Sky
10 川口 栞 カワグチ シオリ 175 Blue　Sky
11 塩谷 沙織 シオヤ サオリ 174 Ｒｅｇａｉｎ
12 中村 恵 ナカムラ メグミ 155 Blue　Sky
13 竹森 真美子 タケモリ マミコ 170 Blue　Sky
14 広田 麻希 ヒロタ マキ 177 新潟経営大学

監督

監督

都道府県名 富山県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 長野県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 新潟県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

小林 正三 コバヤシ ショウゾウ － ＫＮＣ

4 清田 佐和子 キヨタ サワコ 162 石川教員
CAP 5 福島 幸子 フクシマ サチコ 170 ＫＮＣ

6 角井 絵美 カクイ エミ 177 石川教員
7 西川 由紀子 ニシカワ ユキコ 169 ＫＮＣ
8 長谷川 美和 ハセガワ ミワ 173 ＫＮＣ
9 宮森 智子 ミヤモリ トモコ 178 大阪体育大学
10 橋本 彩 ハシモト アヤ 175 園田学園女子大学
11 金浦 美聡 カナウラ ミサト 173 環太平洋大学
12 金城 美咲 キンジョウ ミサキ 148 石川教員
13 奥村 麻耶 オクムラ マヤ 174 石川教員

＊ 14 加藤 えり菜 カトウ エリナ 159 北陸学院大学

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

石田 洋志 イシダ ヒロシ － 県立足羽高等学校

4 森下 愛 モリシタ アイ 157 福井クラブ
5 小林 寛子 コバヤシ ヒロコ 168 信州大学
6 大石 明希 オオイシ アキ 168 新潟経営大学

CAP 7 川畑 宏美 カワバタ ヒロミ 181 敦賀クラブ
8 三村 亜生 ミムラ アオイ 168 山梨学院大学
9 貝川 加倫 カイカワ カリン 161 関西外国語大学
10 中村 藍 ナカムラ アイ 173 福井クラブ
11 齊藤 庸子 サイトウ ヨウコ 162 信州大学
12 森田 菜美 モリタ ナミ 170 滋賀短期大学
13 畦地 那緒 アゼチ ナオ 166 信州大学

14 谷川 希穂実 タニカワ キオミ 174 北陸学院大学短期大学部

ユニフォームの色：オレンジ/白

身長 所　　　属

柘植 夏也 ツゲ ナツヤ － 静岡女子高校
CAP 4 平井 奉子 ヒライ トモコ 170 Freeクラブ

5 内山 真佑 ウチヤマ マユ 160 Freeクラブ
6 鈴木 歩実 スズキ アユミ 169 Freeクラブ
7 宮澤 智佐子 ミヤザワ チサコ 176 Freeクラブ
8 中村 聖美 ナカムラ サトミ 168 Freeクラブ
9 刑部 珠美 オサカベ タマミ 180 WEST　GIRLS
10 山田 温子 ヤマダ アツコ 176 Freeクラブ
11 三浦 歩惟 ミウラ アイ 160 Waioli
12 長島 彩 ナガシマ アヤ 176 浜松大学
13 小池 ひかる コイケ ヒカル 174 Freeクラブ
14 外山 優希 トヤマ ユキ 177 鹿屋体育大学

監督

監督

都道府県名 静岡県

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

都道府県名 石川県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

井上 友幸 イノウエ トモユキ － 椙山女学園高等学校
CAP 4 神谷 知里 カミヤ チサト 164 トヨタ紡織

5 谷川 奈穂 ヤガワ ナホ 175 トヨタ紡織
6 岡田 麻央 オカダ マオ 165 トヨタ紡織
7 梅本 恵里 ウメモト エリ 169 トヨタ紡織
8 松島 あゆ マツシマ アユ 175 トヨタ紡織
9 喜友名 朝子 キユナ アサコ 161 トヨタ紡織
10 渡邊 佳恵 ワタナベ カエ 161 トヨタ紡織
11 長部 沙梨 オサベ サリ 174 トヨタ紡織
12 伊藤 菜々 イトウ ナナ 174 トヨタ紡織
13 金子 貴代美 カネコ キヨミ 173 トヨタ紡織

14 新本 庸子 アラモト ヨウコ 175 トヨタ紡織

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

岡田 幸雄 オカダ ユキオ － MIE LIBERTY
4 中川 亜美 ナカガワ アミ 157 Active Five
5 井ノ上 みどり イノウエ ミドリ 171 Active Five

CAP 6 太田 かおり オオタ カオリ 165 Active Five
7 中尾 恵梨子 ナカオ エリコ 177 Active Five
8 掛田 真希子 カケダ マキコ 155 Active Five
9 浅野 有美 アサノ ユミ 167 Active Five
10 二井 登紋子 ニイ トモコ 162 Active Five
11 鹿鳥 理恵子 カトリ リエコ 167 Active Five
12 伊藤 絵美 イトウ エミ 164 MIE LIBERTY
13 藤口 由加里 フジグチ ユカリ 175 大阪体育大学

14 戸田 雅子 トダ マサコ 174 大阪体育大学

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

打江 謙二 ウツエ ケンジ － 高山西高校
CAP 4 水木 佳恵 ミズキ ヨシエ 172 ＮＯＴＩＣＥ

5 菊池 春奈 キクチ ハルナ 172 ＮＯＴＩＣＥ
6 柴田 朋美 シバタ トモミ 171 中部学院大学クラブ
7 佐久間 奈々 サクマ ナナ 173 山形大学
8 鎌田 友佳 カマタ ユカ 169 ＮＯＴＩＣＥ
9 髙井 詩織 タカイ シオリ 170 筑波大学
10 堀内 優 ホリウチ ユウ 172 東京女子体育大学
11 茅谷 由希子 カヤタニ ユキコ 170 岐女商ＯＧ
12 水谷 佳代 ミズタニ カヨ 154 筑波大学
13 川畑 名美子 カワバタ ナミコ 160 ＮＯＴＩＣＥ

14 小倉 梓 オグラ アズサ 170 大阪体育大学

監督

監督

都道府県名 岐阜県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 三重県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 愛知県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

山本 剛史 ヤマモト タケシ － 滋賀短期大学
CAP 4 後藤 香奈 ゴトウ カナ 168 滋賀銀行

5 北村 さやか キタムラ サヤカ 169 TEAMごっちん
6 藤田 季保 フジタ キホ 157 滋賀教員
7 矢吹 麻美 ヤブキ マミ 170 滋賀銀行
8 鈴木 淑恵 スズキ ヨシエ 174 滋賀銀行
9 平尾 吉江 ヒラオ ヨシエ 160 滋賀銀行
10 荒木 唯 アラキ ユイ 164 滋賀銀行
11 中川 明子 ナカガワ アキコ 177 筑波大学
12 安田 敦子 ヤスダ アツコ 178 立命館大学
13 佐々木 梢 ササキ コズエ 175 滋賀銀行
14 吉川 朋美 ヨシカワ トモミ 168 滋賀短期大学

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

小林 英二 コバヤシ エイジ － 京都西山高等学校
CAP 4 北川 智奈美 キタガワ チナミ 168 山和

5 松永 さとみ マツナガ サトミ 176 マイケルジョーダンズ
6 坂木 美輪 サカキ ミワ 159 京都教員
7 野町 紗希子 ノマチ サキコ 175 立命館大学
8 丸尾 純子 マルオ ジュンコ 165 マイケルジョーダンズ
9 石川 誓 イシカワ チカ 159 マイケルジョーダンズ
10 若松 朋子 ワカマツ トモコ 176 立命館大学
11 西田 紗也 ニシダ サヤ 175 フェニックス
12 江口 直子 エグチ ナオコ 157 フェニックス
13 家原 悠里亜 イエハラ ユリア 170 立命館大学
14 人見 悠加 ヒトミ ユカ 175 ＢＥＡＴ

ユニフォームの色：濃紺/白

身長 所　　　属

田尻 肇 タジリ ハジメ － 大阪府立福井高等学校
CAP 4 山本 由佳 ヤマモト ユカ 165 ﾌﾘｯﾊﾟｰｽﾞ

5 宗近 尚子 ムネチカ ナオコ 171 ﾌﾘｯﾊﾟｰｽﾞ
6 川西 友子 カワニシ ユウコ 169 ﾌﾘｯﾊﾟｰｽﾞ
7 根東 里紗 コンドウ リサ 161 Lady'sT.B O
8 公文 真衣 クモン マイ 160 関西学院大学
9 落合 明子 オチアイ アキコ 170 関西大学
10 三宅 瞳 ミヤケ ヒトミ 177 大阪人間科学大学
11 安川 明穂 ヤスカワ アキホ 169 大阪教育大学
12 原田 恵理 ハラダ エリ 174 大阪人間科学大学
13 笠松 梓 カサマツ アズサ 171 関西学院大学
14 笠松 梢 カサマツ コズエ 170 立命館大学

監督

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 京都府

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 滋賀県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

野老 稔 トコロ ミノル － 武庫川女子大学
CAP 4 榊原 紀子 サカキバラノリコ 175 オレンジクラブ

5 小林 由佳 コバヤシ ユカ 171 OTCくきや
6 濱崎 美樹 ハマサキ ミキ 166 OTCくきや
7 野口 亜紀 ノグチ アキ 162 OTCくきや

＊ 8 井本 史 イモト フミ 170 武庫川女子大学
9 根田 有莉奈 ネダ ユリナ 172 武庫川女子大学
10 白井 敦子 シライ アツコ 164 武庫川女子大学
11 松澤 希美 マツザワ ノゾミ 178 武庫川女子大学
12 村田 稚佳 ムラタ チカ 173 武庫川女子大学
13 小河 加奈 オガワ カナ 158 武庫川女子大学

14 滝井 亜里沙 タキイ アリサ 178 大阪体育大学

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

永保 司 ナガヤス ツカサ － 奈良産業大学

4 三橋 真琴 ミツハシ マコト 176 大阪体育大学
CAP 5 村上 優美 ムラカミ マサミ 160 奈良文化女子短期大学

6 中村 純子 ナカムラ ジュンコ 160 奈良産業大学
7 工藤 玲奈 クドウ レナ 177 奈良産業大学
8 矢野 真貴子 ヤノ マキコ 159 奈良産業大学
9 屋敷 美沙季 ヤシキ ミサキ 155 奈良産業大学
10 石川 真衣 イシカワ マイ 178 奈良産業大学
11 杉本 佳菜 スギモト カナ 171 奈良産業大学
12 福井 絢葉 フクイ アヤハ 160 奈良産業大学
13 豊島 加奈子 トヨシマ カナコ 163 奈良産業大学

14 田原 未来 タハラ ミク 171 奈良産業大学

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

児玉 昌比古 コダマ マサヒコ － 和歌山県立和歌山北高等学校
CAP 4 近江 郁子 オウミ イクコ 171 ＲＥＤ　ＳＴＡＲ

5 武内 彩乃 タケウチ アヤノ 158 奈良産業大学
6 杉浦 沙季 スギウラ サキ 189 大阪体育大学
7 川嵜 三輪 カワサキ ミワ 175 チャーリーエンジェルズ
8 伊藤 有紗 イトウ アリサ 168 チャーリーエンジェルズ
9 井上 亜希 イノウエ アキ 169 関西大学
10 小森 華 コモリ ハナ 163 Ｃｈｕｍｓ
11 原田 知那 ハラダ チナ 168 大阪国際大学
12 岡田 綾菜 オカダ アヤナ 170 大阪体育大学
13 山本 美咲 ヤマモト ミサキ 168 大阪電気通信大学

14 中井 理恵 ナカイ リエ 160 大阪体育大学

監督

監督

都道府県名 和歌山県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 奈良県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 兵庫県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

板井 寛典 イタイ ヒロフミ － 米子クラブ

4 西村 知子 ニシムラ トモコ 164 米子クラブ
CAP 5 鹿児嶋 由美 カゴシマ ユミ 165 米子クラブ

6 清水 麻美 シミズ アサミ 176 米子クラブ
7 美谷 亜紀 ミタニ アキ 178 米子クラブ
8 加茂 理沙 カモ リサ 161 米子クラブ
9 福田 真子 フクタ ナオコ 160 米子クラブ
10 馬場 なつ美 ババ ナツミ 170 米子クラブ
11 元録 知里 ゲンロク チサト 161 米子クラブ
12 砂川 真理 スナガワ マリ 163 米子クラブ
13 美谷 真理子 ミタニ マリコ 172 米子クラブ

14 佐々木 朋美 ササキ トモミ 164 米子クラブ

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

園山 喜一郎 ソノヤマ キイチロウ － クリスタルＢＢＣ
CAP 4 岩田 佳子 イワタ ヨシコ 170 クリスタルＢＢＣ

5 春日 里香 カスガ リカ 170 ｍａｍａｓ
6 森山 育美 モリヤマ イクミ 165 クリスタルＢＢＣ
7 梅木 智加子 ウメキ チカコ 176 玉川大学
8 村上 祐美子 ムラカミ ユミコ 165 Ｔ．Ｆ．Ｄ
9 井原 麻友佳 イバラ マユカ 168 和洋女子大学
10 前田 千春 マエダ チハル 165 島根大学
11 山野 聡子 ヤマノ サトコ 160 クリスタルＢＢＣ
12 坂本 真美 サカモト マミ 153 Ｔ．Ｆ．Ｄ
13 下邊 美穂 シモベ ミホ 165 関西学院大学

14 秦 あかね ハタ アカネ 165 武庫川女子大学

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

小牟礼 育夫 コムレ イクオ － 環太平洋大学
CAP 4 岸本 順子 キシモト ジュンコ 165 ＥＬＥＶＥＮ

5 白井 直子 シライ ナオコ 166 ＥＬＥＶＥＮ
6 倉野 麻未 クラノ アサミ 170 ＥＬＥＶＥＮ
7 高橋 真弥 タカハシ マヤ 158 環太平洋大学
8 柏 彩 カシワ アヤ 173 環太平洋大学
9 熊谷 いずみ クマガイ イズミ 178 環太平洋大学
10 前川 綾香 マエカワ アヤカ 165 環太平洋大学
11 木村 文子 キムラ アヤコ 175 ＥＬＥＶＥＮ
12 吉野 景子 ヨシノ ケイコ 168 環太平洋大学
13 原 彩 ハラ アヤ 172 環太平洋大学

14 田上 理賀 タウエ リカ 157 大阪体育大学

監督

監督

都道府県名 岡山県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 島根県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 鳥取県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：エンジ/白

身長 所　　　属

山本 貴美子 ヤマモト キミコ － ＦＯＲＥＶＥＲ

4 瀬戸 友佳理 セト ユカリ 165 福岡教育大学
5 工藤 はるか クドウ ハルカ 177 環太平洋大学

CAP 6 佐藤 真理 サトウ マリ 174 ＡＢＣ
7 山本 紗菜 ヤマモト サナ 167 ＦＯＲＥＶＥＲ
8 伊集院 舞 イジュウインマイ 160 トヨタ紡織
9 三吉 綾子 ミヨシ アヤコ 175 トヨタ紡織
10 田所 亜希 タドコロ アキ 163 ＦＯＲＥＶＥＲ
11 生駒 由美 イコマ ユミ 170 ＦＯＲＥＶＥＲ
12 萱嶋 葉菜 カヤシマ ハナ 166 広島大学
13 崎村 果奈 サキムラ カナ 173 九州共立大学

14 岡本 智代 オカモト トモヨ 175 ＦＯＲＥＶＥＲ

ユニフォームの色：オレンジ/白

身長 所　　　属

梅田 貴之 ウメダ タカユキ － 日立笠戸

4 児玉 美菜子 コダマ ミナコ 159 エンジェル
5 井上 亜美 イノウエ ツグミ 165 日立笠戸
6 宮本 早紀 ミヤモト サキ 161 日立笠戸

CAP 7 畑 美由紀 ハタ ミユキ 169 MITAJIRI靜和
8 谷村 浩代 タニムラ ヒロヨ 176 エンジェル
9 原田 麻理 ハラダ マリ 178 日立笠戸
10 藤井 美沙 フジイ ミサ 173 徳山大学
11 植田 千賀子 ウエダ チカコ 170 エンジェル
12 岡 歩 オカ アユム 165 日立笠戸
13 奥田 つかさ オクダ ツカサ 158 日立笠戸

14 市川 敬子 イチカワ ヒロコ 164 徳山大学

ユニフォームの色：赤/白

身長 所　　　属

井上 晃 イノウエ アキラ － 英明高等学校
CAP 4 福家 未奈 フケ ミナ 157 明善クラブ

5 井上 望 イノウエ ノゾミ 163 鹿屋体育大学
6 大林 裕子 オオバヤシユウコ 163 明善クラブ
7 三井 紗弥香 ミイ サヤカ 167 大阪T＆E
8 松井 恵利納 マツイ エリナ 170 鹿屋体育大学
9 中川 みどり ナカガワ ミドリ 168 国際武道大学
10 安部 友美 アベ トモミ 168 大阪国際大学
11 東原 綾那 ヒガシハラアヤナ 160 環太平洋大学
12 三谷 彩 ミタニ アヤ 168 武庫川女子大学
13 井上 愛 イノウエ メグミ 171 鹿屋体育大学

14 宮崎 成美 ミヤザキ ナルミ 173 鹿屋体育大学

監督

監督

都道府県名 香川県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 山口県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 広島県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

富田 芳幸 トミタ ヨシユキ － 徳島県立城北高校
CAP 4 中尾 真理 ナカオ マリ 170 ＪＯＩＮ

5 影石 絢子 カゲイシ ジュンコ 160 立命館大学
6 松浦 亜希 マツウラ アキ 173 ＪＯＩＮ
7 鈴鹿 さおり スズカ サオリ 160 立命館大学
8 木下 歩紀 キノシタ アユキ 156 武庫川大学
9 山原 尚恵 ヤマハラ ヒサエ 175 立命館大学
10 矢野 千尋 ヤノ チヒロ 162 環太平洋大学
11 堤 智依 ツツミ チエ 162 ＪＯＩＮ
12 近藤 紗奈 コンドウ サナ 173 鹿屋体育大学
13 森 沙耶香 モリ サヤカ 165 ＪＯＩＮ
14 佐賀 智種 サガ チグサ 172 ＪＯＩＮ

ユニフォームの色：赤/白

身長 所　　　属

齋藤 昭二 サイトウ ショウジ － 松山市立東中学校
CAP 4 徳丸 奈緒美 トクマル ナオミ 181 カタリナクラブ

5 近藤 啓子 コンドウ ケイコ 175 カタリナクラブ
＊ 6 門屋 歩美 カドヤ アユミ 173 カタリナクラブ

7 野中 美里 ノナカ ミサト 160 カタリナクラブ
8 酒井 景子 サカイ ケイコ 173 西南女学院大学
9 井上 亜夏里 イノウエ アカリ 156 今治オレンジブロッサム
10 近藤 文香 コンドウ アヤカ 168 らんずクラブ
11 樋口 実紀子 ヒグチ ミキコ 172 広島大学
12 有田 彩 アリタ アヤ 165 立命館大学
13 渡部 はるか ワタナベ ハルカ 172 今治オレンジブロッサム
14 山口 珠貴 ヤマグチ タマキ 167 愛媛女子短期大学

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

明神 友恵 ミョウジン トモエ － 丸の内高校
CAP 4 田村 美紀 タムラ ミキ 166 フリークラブ

5 西川 絵美 ニシガワ エミ 166 ＣＯＬＬＥＧＵＥ
6 吉川 奈歩 ヨシカワ ナホ 167 sohsin
7 大久保 亜希 オオクボ アキ 168 フリークラブ
8 福井 教子 フクイ キョウコ 155 フリークラブ
9 沼 桂子 ヌマ ケイコ 170 フリークラブ
10 池内 保予 イケウチ ヤスヨ 164 COLLEGUE
11 清家 結 セイケ ユイ 168 ＣＯＬＬＥＧＵＥ
12 伊藤 恵梨 イトウ エリ 170 高知大学
13 平岡 裕美 ヒラオカ ヒロミ 164 高知大学
14 黒瀬 紗弓 クロセ サユミ 168 ＣＯＬＬＥＧＵＥ

監督

監督

都道府県名 高知県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 愛媛県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 徳島県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：紫/白

身長 所　　　属

平野 正剛 ヒラノ セイゴウ － 福岡女学院大学
CAP 4 城丸 恵 シロマル メグミ 162 Ｇ－ＷＩＬＤ

5 戸塚 聡美 トヅカ サトミ 160 佐田整形外科病院
6 植木 美里 ウエキ ミサト 165 Ｇ－ＷＩＬＤ
7 石谷 佳 イシタニ ケイ 171 Ｇ－ＷＩＬＤ
8 山内 葉月 ヤマウチ ハヅキ 170 福岡教育大学

＊ 9 山下 亮子 ヤマシタ リョウコ 164 福岡教育大学
10 西平 佳織 ニシヒラ カオリ 174 福岡教育大学
11 藤原 理乃 フジワラ アヤノ 165 ＫＪ・ｄｒｅａｍｓ
12 田中 綾 タナカ アヤ 170 福岡教育大学
13 宇都宮 千紘 ウツノミヤ チヒロ 168 九州共立大学

14 阿刀 優美 アトウ ユウミ 162 福岡女学院大学

ユニフォームの色：緑/白

身長 所　　　属

江川 美佐子 エガワ ミサコ － 佐賀清和高等学校

4 江口 尚見 エグチ ナオミ 160 楠籠クラブ
CAP 5 岡 亜紀 オカ アキ 167 楠籠クラブ

6 石川 智子 イシカワ トモコ 165 ＷＩＮＭＡＸ
7 内田 美子 ウチダ ヨシコ 167 楠籠クラブ
8 武藤 唯 ムトウ ユイ 159 久留米工業大学
9 原 千尋 ハラ チヒロ 176 佐賀女子短期大学
10 松下田 有紀 マツシモダユウキ 162 ｃａｌｏｒ
11 熊川 真冬 クマカワ マフユ 177 唐津クラブ
12 山口 奈央子 ヤマグチ ナオコ 175 ＷＩＮＭＡＸ
13 岡 奈都紀 オカ ナツキ 170 楠籠クラブ

14 北村 朋美 キタムラ トモミ 173 福岡教育大学

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

太田 京子 オオタ キョウコ － ストレッチ
CAP 4 大倉 悦子 オオクラ エツコ 166 ストレッチ

5 鷲尾 真優美 ワシオ マユミ 168 ストレッチ
6 野田 仁美 ノダ ヒトミ 160 ストレッチ
7 下田 弥生 シモダ ヤヨイ 174 ストレッチ
8 大野 慎子 オオノ シンコ 166 柏リーブス
9 花田 有衣 ハナダ ユイ 176 ストレッチ
10 武藤 里衣子 ムトウ リエコ 163 ストレッチ
11 内田 愛莉 ウチダ アイリ 173 ストレッチ
12 深江 真美子 フカエ マミコ 170 ストレッチ
13 松木 結香 マツキ ユカ 168 ストレッチ

14 石丸　 実佳 イシマル ミカ 162 ストレッチ

監督

監督

都道府県名 長崎県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

監督

都道府県名 佐賀県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 福岡県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：紺/白

身長 所　　　属

鹿毛 美智子 カゲ ミチコ － 鶴屋百貨店
CAP 4 村上 好美 ムラカミ ヨシミ 165 鶴屋百貨店

5 土橋 里美 ツチハシ サトミ 173 熊本女子教員クラブ
6 川田 朋恵 カワタ トモエ 155 鶴屋百貨店
7 瀬井 香織 セイ カオリ 171 鶴屋百貨店
8 坂田 奈菜実 サカタ ナナミ 174 鶴屋百貨店
9 守田 佳代 モリタ カヨ 168 鶴屋百貨店
10 米村 知紗 ヨネムラ チサ 166 鶴屋百貨店
11 松枝 三恵 マツエダ ミエ 173 熊本大学
12 中島 雪枝 ナカシマ ユキエ 167 鶴屋百貨店
13 濵本 愛梨 ハマモト エリ 168 鶴屋百貨店

14 内田 貴子 ウチダ タカコ 160 熊本女子教員クラブ

ユニフォームの色：紫/白

身長 所　　　属

加藤 裕三 カトウ ユウゾウ － 大分中央クラブ
CAP 4 房崎 美紀 フサザキ ミキ 172 大分クラブ

5 水本 由佳里 ミズモト ユカリ 164 中津協会クラブ
6 甲斐 由紀子 カイ ユキコ 160 大分クラブ
7 川野 優希 カワノ ユキ 165 大分クラブ
8 佐々木 香織 ササキ カオリ 163 中津協会クラブ
9 矢津田 朋美 ヤツダ トモミ 164 大分クラブ
10 有働 知未 ウドウ トモミ 160 大分クラブ
11 平川 歩 ヒラカワ アユミ 176 大分クラブ
12 宜善 明希 ヨシキ アキ 151 大分クラブ
13 平岡 望 ヒラオカ ノゾミ 167 大分クラブ

14 岩男 紗希 イワオ サキ 161 日立笠戸

ユニフォームの色：黒/白

身長 所　　　属

小島 亜紀子 コジマ アキコ － 煌クラブ
CAP 4 豊永 梨紗 トヨナガ リサ 156 煌クラブ

5 宮本 理沙 ミヤモト リサ 163 筑波大学
6 早田 絵里菜 ハヤタ エリナ 156 日の出ホルモン
7 小松 幸 コマツ ミユキ 165 煌クラブ
8 森田 千尋 モリタ チヒロ 168 福岡教育大学
9 池上 瑠璃 イケウエ ルリ 168 鹿屋体育大学
10 松田 友里香 マツダ ユリカ 175 鹿屋体育大学
11 甲斐 望貴恵 カイ ミキエ 175 鹿屋体育大学
12 小島 美菜子 コジマ ミナコ 165 煌クラブ
13 池上 千紗 イケウエ チサ 170 日の出ホルモン

14 田原 日向子 タハラ ヒナコ 170 煌クラブ

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 大分県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 熊本県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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成年女子　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

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

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

吉川 覚 ヨシカワ サトル － B-DASH
CAP 4 黒﨑 梢 クロサキ コズエ 164 JOY

5 東 美千代 ヒガシ ミチヨ 162 JOY
6 中園 真紀 ナカゾノ マキ 162 B-DASH
7 矢崎 明子 ヤサキ アキコ 148 B-DASH
8 濵上 由紀 ハマウエ ユキ 158 B-DASH
9 庵下 晃代 アンシタ アキヨ 162 日本女子体育大学
10 金子 芽子 カネコ メイコ 167 九州共立大学
11 永山 深結 ナガヤマ ミユ 171 久留米工業大学
12 岩川 有沙 イワガワ アリサ 165 久留米工業大学
13 濱田 梨愛 ハマダ リチカ 165 環太平洋大学

14 山元 真理子 ヤマモト マリコ 175 B-DASH

ユニフォームの色：青/白

身長 所　　　属

日越 延利 ヒゴシ ノブトシ － 沖縄国際大学

4 岡本 好美 オカモト ヨシミ 164 食楽
CAP 5 長田 葉月 ナガタ ハヅキ 175 食楽

6 澤岻 忍生 タクシ シノブ 168 ＢＣスポーツ
7 宮城 ちづる ミヤギ チヅル 156 ＯＭガス石油
8 西兼盛 しの ニシカネモシノ 157 ＯＭガス石油
9 喜納 由美子 キナ ユミコ 170 ＯＭガス石油
10 呉屋 菜美子 ゴヤ ナミコ 170 ＯＭガス石油
11 金城 智愛 キンジョウ チアキ 165 ＯＭガス石油
12 名護 千奈津 ナゴ チナツ 174 食楽
13 島袋 友見 シマブクロ トモミ 168 ＯＭガス石油

14 宮城 美樹 ミヤギ ミキ 175 ＯＭガス石油

監督

監督

都道府県名 沖縄県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ

都道府県名 鹿児島県

監督/No. 氏　　　名 フリガナ
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