
№ 区・市 中学校名 選手氏名 ふりがな 学年 身長［㎝］

4 文京区 東洋大学京北 飯泉 陸斗 いいずみ りくと 2 162
5 中野区 実践学園 海貝 太一 うみかい たいち 2 163
6 杉並区 西宮 近藤隆之介 こんどう りゅうのすけ 2 164
7 あきる野市 東海大学菅生高等学校中等部 雨宮 怜音 あめみや れおと 2 165
8 あきる野市 東海大学菅生高等学校中等部 水品 翔太 みずしな しょうた 2 168
9 中央区 佃 小澤 武輝 おざわ たけてる 2 168
10 練馬区 石神井西 澤 浩己 さわ こうき 2 171
11 墨田区 安田学園 内田 尚人 うちだ なおと 2 174
12 多摩市 諏訪 沼 勇太郎 ぬま ゆうたろう 2 180
13 墨田区 安田学園 山口 浩太郎 やまぐち こうたろう 2 180
14 江戸川区 小岩第四 鍋田亜廉 なべたあれん 2 180
15 中野区 実践学園 渡部 一輝 わたべ かずき 2 182
16 江戸川区 小松川第二 米澤 裕太 よねざわ ゆうた 2 182
17 町田市 つくし野 浅川 隼 あさかわ じゅん 2 183
18 大田区 蓮沼 桒野 悠之 くわの はるゆき 2 184
19 品川区 戸越台 村永 夏生 むらなが なつお 2 184
20 世田谷区 東京都市大学等々力 川手 健暉 かわて たけき 2 184
21 世田谷区 梅丘 結城 智史 ゆうき さとし 2 185
22 文京区 第一 上銘 光 じょうめい こう 2 186
23 港区 六本木 楊 博 よう はく 2 187

№ 区・市 中学校名 選手氏名 ふりがな 学年 身長［㎝］

4 世田谷区 梅丘 渡部 輝 わたべ ひかる 2 160

5 墨田区 安田学園 龍 亮太 りゅう りょうた 2 165

6 練馬区 中村 今井 亮佑 いまい りょうすけ 2 167

7 中央区 佃 小野寺 恒洋 おのでら こうよう 2 168

8 江戸川区 小岩第四 山内龍也 やまうちりゅうや 2 171

9 立川市 立川第八 草木 惠翔 くさき けいと 2 172

10 東久留米市 久留米 松尾 和 まつお ひとし 2 173

11 世田谷区 砧 田中 一真 たなか かずま 2 176

12 墨田区 安田学園 鈴木 康史 すずき やすひと 2 177

13 文京区 第三 豊田 和希 とよだ かずき 2 180

14 中野区 実践学園 五島 大成 ごとう たいせい 2 180

15 武蔵村山市 第五 本間 夏輝 ほんま なつき 2 181

16 墨田区 安田学園 谷戸 祐太 やと ゆうた 2 184

17 江東区 深川第一 トカチョフヤン とかちょふやん 2 184

18 世田谷区 梅丘 木林 優 きばやし ゆう 2 185

19 あきる野市 東海大学菅生高等学校中等部 小栁 開世 こやなぎ かいせい 2 185

20 中野区 実践学園 江原 信太朗 えはら しんたろう 2 187

21 北区 十条富士見 長橋 冬真 ながはし とうま 2 189

22 世田谷区 東京都市大学等々力 小川 翔平 おがわ しょうへい 2 190

23 豊島区 駒込 根岸 蒼太 ねぎし そうた 2 190

平成２７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）

チーム ＴＯＫＹＯ ＷＨＩＴＥ
ヘッドコーチ 日下 恵子 江戸川区立小松川第二中学校

アシスタントコーチ 清水 浩貴 福生市立福生第二中学校

アシスタントコーチ 土屋 太志 練馬区立上石神井中学校

チーム ＴＯＫＹＯ ＢＬＵＥ
ヘッドコーチ 阿部 哲也 八王子市立第七中学校


