
№ 区・市 中学校名 選手氏名 ふりがな 学年 身長［㎝］

4 八王子市 第一 玉川 なつ珠 たまがわ なつみ 1 152
5 北区 東京成徳大学 深澤 佳那子 ふかざわ かなこ 2 154
6 世田谷区 梅丘 柏 未来 かしわ みらい 2 156
7 武蔵野市 藤村女子 田中 鈴音 たなか すずね 2 158
8 江戸川区 小岩第四 礒間 桃子 いそま ももこ 2 160
9 武蔵野市 藤村女子 中島 唯菜 なかじま ゆいな 2 160
10 北区 東京成徳大学 増田 遥 ますだ はるか 2 161
11 八王子市 甲ノ原 須田 理恵 すだ りえ 2 163
12 中野区 実践学園 麿山 朋子 まろやま ともこ 2 165
13 東村山市 東村山第五 水谷 春菜 みずたに はるな 2 165
14 練馬区 石神井西 大塚 羽未 おおつか うみ 2 166
15 葛飾区 共栄学園 成瀬 蓮心 なるせ はすみ 1 169
16 目黒区 八雲学園 宮下 愛弥 みやした あや 2 170
17 八王子市 第一 青野 美玖 あおの みく 2 170
18 武蔵村山市 第五 北原 妃菜 きたはら ひな 2 170
19 東村山市 東村山第五 佐々木 佑純 ささき ゆずみ 2 170
20 八王子市 甲ノ原 立本 彩華 たちもと あやか 2 170
21 江戸川区 小岩第四 羽賀 理緒 はが りお 1 171
22 中野区 実践学園 溝口 愛子 みぞぐち あいこ 2 172
23 足立区 第十一 橋本 夏希 はしもと なつき 2 174

№ 区・市 中学校名 選手氏名 ふりがな 学年 身長［㎝］

4 江戸川区 小岩第四 成澤 亜璃 なるさわ あり 2 151

5 八王子市 第一 酒井 杏佳 さかい きょうか 1 155

6 立川市 立川第三 矢澤 温巴 やざわ あつは 2 160

7 目黒区 八雲学園 岩戸 野々花 いわと ののか 2 160

8 府中市 府中第十 打田 咲愛 うちだ さら 1 161

9 北区 東京成徳大学 曽我 瞳桜子 そが とおこ 2 163

10 東村山市 東村山第三 増子 ひなの ますこ ひなの 2 163

11 江戸川区 小岩第四 鈴木 美歩 すずき みほ 2 163

12 葛飾区 共栄学園 新野 真莉子 にいの まりこ 2 163

13 八王子市 第一 平尾 彩奈 ひらお あやな 2 165

14 立川市 立川第三 小島 瑠生 こじま るい 2 165

15 練馬区 石神井西 新開 絢 しんかい あや 2 165

16 武蔵野市 藤村女子 髙岡 美和 たかおか みわ 2 166

17 東村山市 東村山第一 吾妻 珠佳 あずま しゅか 2 166

18 東村山市 東村山第五 三國 マイン エブス みくに まいん えぶす 2 168

19 昭島市 拝島 小川 メグ おがわ めぐ 2 170

20 葛飾区 共栄学園 内田 麗菜 うちだ れいな 1 170

21 府中市 府中第八 久米田 琉菜 くめた るな 1 171

22 八王子市 第一 鈴木 月渚 すずき るな 1 173

23 大田区 馬込 三浦 美沙希 みうら みさき 2 177

八雲学園中学校

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（女子）

チーム ＴＯＫＹＯ ＷＨＩＴＥ
ヘッドコーチ 塩田 敦士 東京成徳大学中学校

アシスタントコーチ 高橋あゆみ 八王子市立陵南中学校

アシスタントコーチ 日下 恵子 江戸川区立小松川第二中学校

チーム ＴＯＫＹＯ ＢＬＵＥ
ヘッドコーチ 櫻井 美周


