
№ 区・市 中学校名 選手氏名 ふりがな 学年 ⾝⻑

4 葛飾区 水元 川島 岳斗 かわしま がくと 2 164

5 世田谷区 梅丘 ⼤畑 慈英 おおはた じえい 2 165

6 中野区 実践学園 松下 瑞季 まつした みずき 2 165

7 あきる野市 東海大学菅生高等学校中等部 ⼤柳 慶悟 おおやなぎ けいご 2 168

8 大田区 馬込 前⽥ 来飛 まえだ らいと 2 169

9 中央区 佃 ⻄村 尊 にしむら たける 2 170

10 江⼾川区 小岩第四 吉㾡 佑騎 よしはし ゆうき 2 170

11 中野区 実践学園 櫻井 椋介 さくらい りょうすけ 2 171

12 江⼾川区 小岩第四 下川 拓海 しもかわ たくみ 2 173

13 世田谷区 梅丘 ⽊村 三星 きむら さんせい 2 174

14 荒川区 開成 高瀬 太助 たかせ たいすけ 2 175

15 あきる野市 東海大学菅生高等学校中等部 樺澤 港人 かばさわ みなと 2 177

16 中野区 実践学園 保高 優平 ほたか ゆうへい 2 179

17 調布市 第五 富⽥ 凌 とみた りょう 2 180

18 練馬区 光が丘第二 崔 子麟 さい しりん 2 182

19 新宿区 海城 上村 健人 かみむら けんと 2 183

20 練馬区 開進第一 町⽥ 寛明 まちだ ひろあき 2 184

21 ⾜⽴区 第九 森 友矢 もり ともや 2 184

22 江東区 深川第三 武笠 玲輝 むかさ れき 2 185

23 江⼾川区 二之江 淺野 ケニー あさの けにー 2 189

№ 区・市 中学校名 選手氏名 ふりがな 学年 ⾝⻑

4 あきる野市 東海大学菅生高等学校中等部 水品 拓也 みずしな たくや 1 160

5 中野区 実践学園 露⽊ 真弥 つゆき まひろ 2 163

6 あきる野市 東海大学菅生高等学校中等部 吉野 聡 よしの さとし 2 164

7 江東区 深川第一 中嶋 和眞 なかしま かずま 2 164

8 中野区 実践学園 新井 翔太 あらい しょうた 1 167

9 江⼾川区 小岩第四 菊⽥ 晧雅 きくた こうが 2 169

10 中野区 実践学園 小森 颯太 こもり そうた 2 170

11 調布市 第五 坂本 拓嶺 さかもと たくみ 2 171

12 あきる野市 東海大学菅生高等学校中等部 潮⽥ 操⼀郎 うしおた そういちろう 2 172

13 世田谷区 梅丘 秋元 太陽 あきもと たいよう 2 174

14 武蔵野市 成蹊 児島 直樹 こじま なおき 2 175

15 ⻄東京市 ⻘嵐 古⽥ 航⼤ ふるた こうだい 2 178

16 中央区 日本橋 ⾦山 武⽣ かなやま たける 2 179

17 国⽴市 国⽴第三 山口 樹希 やまぐち たつき 2 180

18 練馬区 南が丘 早川 泰世 はやかわ たいせい 2 180

19 練馬区 光が丘第二 崔 子麒 さい しき 2 182

20 練馬区 上石神井 椎葉 謙 しいば けん 2 185

21 中野区 実践学園 齊藤 翔吾 さいとう しょうご 1 186

22 中央区 佃 㤊田 光寿 よしだ こうじゅ 2 188

23 新宿区 牛込第三 児⽟ 晨⼤郎 こだま しんたろう 2 188

瑞穂町⽴瑞穂中学校

ＴＯＫＹＯ ＢＬＵＥ

チーム ＴＯＫＹＯ ＷＨＩＴＥ

ヘッドコーチ 阿部 哲也 ⼋王子市⽴第七中学校

平成２８年度 東京都中学⽣オールスターバスケットボール研修会参加選⼿（男⼦）

アシスタントコーチ 土屋 太志 練⾺区⽴上⽯神井中学校

マネージャー 清水 浩貴 福⽣市⽴福⽣第⼆中学校

アシスタントコーチ 仙波 貴臣 ⽇野市⽴⽇野第⼀中学校

ヘッドコーチ 森 圭司 実践学園中学校

チーム

マネージャー 菅野 亮介


