
【5,6年男子】

役職 　スタッフ　氏　名 役職 　スタッフ　氏　名

コーチ 嘉山　直樹 コーチ 栗原　唯人

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

選　手　氏　名 所属チーム ポジション 選　手　氏　名 所属チーム ポジション

4 山﨑　瑠星 長井 6 4 芦名　彪斗 津久井 C

5 土井　眞叶 フリーズ 6 5 市原　蒼也 浦郷 G

6 中村　勇太 葉山ＭＢＣ 6 6 石山　大翔 望洋ファイターズ F

7 宮川　瑛多 野比 6 7 福島　琉斗 レイアップス F

8 小林　慶哉 鶴久保ＭＢＣ 6 9 里山　颯 武山 G

9 田中　武蔵 名向 6 10 秋本　洋平 逗子コスモス G

10 西塚　奏琉 剣崎WildBoars 6 11 鎌田　優希 城北ゼフロス G

11 川合　良汰 アンクルブレイカーズ 6 12 佐々木　哲心 公郷ネッツ C

12 鈴木　翔太 浦賀 6 13 田中　柊太朗 桜坂本ＲＵＳＨ G

13 吉村　千風 高坂 6 14 齋藤　翔太 馬堀 F

14 佐藤　善 大塚台ＷＩＮＤＳ 6 15 熊谷　智紀 山手レグラス G

15 中嶋　晃士 田戸 6 16 近野　太郎 木古庭上山口 G

役職 　スタッフ　氏　名 役職 　スタッフ　氏　名

コーチ 佐々木　雄一朗 コーチ 栗原　唯人

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

選　手　氏　名 所属チーム ポジション 選　手　氏　名 所属チーム ポジション

4 宮下　樂士 アンクルブレイカーズ 5 4 田中　晴大 鶴久保ＭＢＣ G

5 神田　徳幸 津久井 5 5 中島　タイリース フリーズ F

6 綿貫　達也 レイアップス 5 6 菅谷　彰真 田戸 G

7 白銀　雄剛 葉山ＭＢＣ 5 7 清水  希 野比 F

8 稲垣　直也 木古庭上山口 5 8 椎名　翼 北下浦 F

9 中本　琉雅 武山 5 9 村上　竜清 望洋ファイターズ F

10 福元　凱仁 逗子コスモス 5 10 佐原　利翔 浦賀 G

11 相楽　桃太 公郷ネッツ 5 11 若麻績　大知 高坂 G

12 遠藤　馴之 桜坂本ＲＵＳＨ 5 12 鈴木　旭 横須賀富士見 G

13 小林　勇悟 馬堀 5

望洋ファイターズ

横須賀ミニバスケットボール連盟 横須賀ミニバスケットボール連盟

所属チーム 所属チーム

アンクルブレイカーズ 望洋ファイターズ

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟横須賀ミニバスケットボール連盟

フューチャーホープス　(白・５年生選抜) ネクストスターズ　(濃・５年生選抜)

シャインボーイズ　(白・６年生選抜) バブリングスピリッツ　(濃・６年生選抜)

所属チーム 所属チーム

長　井

平成２８年度横須賀バスケットボール協会フェスティバルメンバー表

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟



【5,6年女子】

役職 　スタッフ　氏　名 役職 　スタッフ　氏　名

コーチ 狩野　陽士 コーチ 佐々木　雄一朗

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

選　手　氏　名 所属チーム ポジション 選　手　氏　名 所属チーム ポジション

4 前田　美如 大楠 6 4 宮川　愛菜 長井 6

5 本多　未侑 武山 6 5 竹内　智香 浦郷 6

6 樺木野　結 逗子コスモス 6 6 加藤　ちえり 葉山ＭＢＣ 6

7 堀川　ジャスミン 桜ホワイトスターズ 6 7 竹内　陽南 公郷アルファ 6

8 泉　咲紀 ペガサス 6 8 金子　みのり 望洋フラッパーズ 6

9 寺田　美羽 田戸 6 9 白川　悠空 北下浦 6

10 岸　杏樹 城北ルミナリーズ 6 10 本間　律己 高坂 6

11 高橋　ここの 横須賀根岸 6 11 小谷　有希 山手レジーナ 6

12 金丸　優里花 鶴久保コスモス 6 12 今野　未希 津久井 6

13 工藤　志笑 剣崎ＷｉｌｄＢｏａｒｓ 6 13 廣川　萌夏 横須賀富士見 6

14 茂木　美南 フリーズ 6 14 高野　ひかる 木古庭上山口 6

15 藤田　都依 浦賀 6

役職 　スタッフ　氏　名 役職 　スタッフ　氏　名

コーチ 金井　雅美 コーチ 宮出　智幸

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

選　手　氏　名 所属チーム ポジション 選　手　氏　名 所属チーム ポジション

4 石川　結舞 鶴久保コスモス 5 4 佐藤　璃海 田戸 5

5 小林　來夢 浦郷 5 5 新倉　沙菜 大楠 5

6 田中　咲妃 葉山ＭＢＣ 5 6 榎本　瑠菜 武山 5

7 後藤　香凛 公郷アルファ 5 7 鹿嶋　俐々華 逗子コスモス 5

8 佐山　琉那 望洋フラッパーズ 5 8 高田　ひより 桜ホワイトスターズ 5

9 滝澤　日和 北下浦 5 9 吉田　葵 ペガサス 5

10 高関　かえで 山手レジーナ 5 10 小暮　莉佳 名向 5

11 下城　愛桜 津久井 5 11 山本　優衣 城北ルミナリーズ 5

12 大場　葵 横須賀富士見 5 12 尾田　莉愛 横須賀根岸 5

13 山中　倫 ワンオンワン 5 13 荒井　美紗子 剣崎ＷｉｌｄＢｏａｒｓ 5

14 幸　こころ 木古庭上山口 5

横須賀ミニバスケットボール連盟

ノータボーガールズ　(濃・６年生選抜)

所属チーム 所属チーム

ペガサス ワンオンワン

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

ナウオンガールズ　(白・５年生選抜) ビビットガールズ　(濃・５年生選抜)

所属チーム 所属チーム

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

平成２８年度横須賀バスケットボール協会フェスティバルメンバー表

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

鶴久保コスモス 田戸

クールガールズ　(白・６年生選抜)



【1,2年、3,4年】

役職 　スタッフ　氏　名 役職 　スタッフ　氏　名

コーチ 狩野　陽士 コーチ 宮出　智幸

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

選　手　氏　名 所属チーム 学年 選　手　氏　名 所属チーム 学年

4 大河原　悠月 レイアップス･ペガサス 4 4 石橋　仁提 田戸 4

5 澤﨑　蓮 浦郷 4 5 菱沼　結杜 Ａブレイカーズ・ワンオンワン 4

6 岩澤　風輝 フリーズ 4 6 荻生　千代 葉山MBC 4

7 酒井　蓮太 高坂 4 7 山本　心桜 横須賀根岸 4

8 油井　さくら 津久井 4 8 小川　葵 大塚台WINDS 4

9 金子　泰士 望洋 4 9 西川　純怜 桜坂本 4

10 坂本　怜汰 浦賀 4 10 渡辺　力 馬堀 4

11 鈴木　大詞 武山 4 11 高橋　夏希 木古庭上山口 4

12 冨永　心葉 大楠 4 12 石井　友貴 剣崎WildBoars 4

13 石井　杏梨 山手レジーナ・レグラス 4 13 中田　直斗 城北ゼフロス・ルミナリーズ 4

14 相楽　梅太 公郷 4 14 鷹本　雄大 逗子コスモス 4

15 牧野　涼音 長井 3 15 河田　勝虎 横須賀富士見 3

16 平田　雄大 鶴久保 3 16 斎藤　希羽 北下浦 3

17 本間　頼季 野比 3

役職 　スタッフ　氏　名 役職 　スタッフ　氏　名

コーチ 金井　雅美 コーチ 嘉山　直樹

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

選　手　氏　名 所属チーム 学年 選　手　氏　名 所属チーム 学年

4 浅田　瑠音 レイアップス･ペガサス 2 4 中島　更紗 望洋 2

5 高橋　啓瑚 Ａブレイカーズ・ワンオンワン 2 5 石橋　利仁 田戸 2

6 知花　笑琉 鶴久保コスモス 2 6 亘　唯杜 浦郷 2

7 須藤　太凌丸 大楠 2 7 大多和　洸飛 フリーズ 2

8 近野　華奈 公郷ネッツ･アルファ 2 8 若麻績　奏大 高坂 2

9 五十嵐　美南 山手レジーナ 2 9 加藤　蒼士 津久井 2

10 蔭山　かのん 馬堀 2 10 阿部　杏純乃 浦賀 2

11 井上　音羽 城北ゼフロス・ルミナリーズ 2 11 藤川　修海 葉山MBC 2

12 鈴木　妃夏乃 剣崎WildBoars 2 12 滝澤　木景 北下浦 2

13 安倍　晴大 木古庭上山口 2 13 佐藤　楓夏 横須賀根岸 2

14 福元　康仁 逗子コスモス 2 14 鈴木　柊矢 武山 1

15 田子　釉梨 大塚台ＷＩＮＤＳ 1 15 岡原　海夢 長井 1

16 末永　啓太 桜坂本 1

鶴久保ＭＢＣ･コスモス 長井

横須賀ミニバスケットボール連盟

リトルブレーブス　(白・１・２年生選抜) アンストッパブルズ　(濃・１・２年生選抜)

ミッドシップス　(白・３・４年生選抜) ビッグドリーマーズ　(濃・３・４年生選抜)

所属チーム 所属チーム

レイアップス･ペガサス 田戸

平成２８年度横須賀バスケットボール協会フェスティバルメンバー表

横須賀ミニバスケットボール連盟横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

横須賀ミニバスケットボール連盟

所属チーム 所属チーム



性別

連絡先

所属校

所属校

所属校

淡 濃 身長 学校名 備考

4 4 185 南下浦

5 5 185 坂本

6 6 180 横須賀学院 1年

7 7 175 追浜

8 8 170 逗子

9 9 170 長井

10 10 174 長井

11 11 170 坂本 1年

12 12 170 長沢

13 13 168 長沢

14 14 168 坂本

15 15 163 浦賀

16 16 163 大津

17 17 160 葉山

18 18 150 横須賀学院 1年

平成28年度フェスティバルメンバー表【中学男子】

横須賀学院中学校

横須賀市立鴨居中学校

所属

横須賀市立大楠中学校　046-856-2028

監督 阿部　義也

ブロック名 横須賀

責任者 岸上　哲大

ア・コーチ 野澤　俊輔

氏名 出身小学校及び出身ミニバスケット

横須賀市立鷹取中学校

コーチ 櫻井　辰也

吉田　琉生 小田小学校

稲森　禅 浦郷ミニ

松村　泰成 南下浦小学校

田中　力 鶴久保MBC

久保田　海吏 長井ミニ

富樫　海里 桜坂本ラッシュ

吉成　怜央 逗子コスモス

新倉　陽向 長井ミニ

川崎　優大 逸見ミニ

遠藤　拓己 田戸ミニ

坂本　羅偉 津久井ミニ

荒川　生季 津久井ミニ

福島　寿希也 逗葉イーグルス

小林　亮太 公郷ネッツ

高橋　和士 葉山MBC



性別

連絡先

所属校

所属校

所属校

淡 濃 身長 学校名 備考

4 4 148 長井

5 5 153 横須賀学院

6 6 143 葉山 1年

7 7 155 大矢部

8 8 153 大楠

9 9 155 長井

10 10 155 大津 1年

11 11 160 浦賀

12 12 160 大津

13 13 160 南下浦

14 14 163 大津

15 15 163 大楠 1年

16 16 168 浦賀

17 17 168 馬堀

18 18 170 長井

平成28年度フェスティバルメンバー表【中学女子】
ブロック名 横須賀

責任者 岸上　哲大

所属

横須賀市立大楠中学校　046-856-2028

岸上　哲大

コーチ 吉原　大輝

ア・コーチ 諏訪　千夏

横須賀市立大楠中学校

横須賀市立田浦中学校

横須賀市立鴨居中学校

監督

安塚　千遥 初音ヶ丘ミニバス

菅野　幸来 葉山MBC

氏名 出身小学校及び出身ミニバスケット

山田　桃花 太田和ミニ

菊地　美藍 長井ミニ

鈴木　仁那 田戸ミニ

戸田　美波 ペガサス

小宮　恵人 大楠ミニ

加藤　乃愛 剣崎ワイルドボアーズ

吉開　英梨 三春チェリーズ

吉田　さくら 大塚台WINDS

小笠原　早織 大塚台WINDS

柳澤　涼 大楠ミニ

阿久津　愛理沙　アシャンティ つくしミニ

齊木　華恋 小原台ミニ

齊藤　里咲 馬堀ポニーズ



ＴＳ ＴＳ ＴＳ

NO 選手名 所属 出身中学 NO 選手名 所属 出身中学 NO 選手名 所属 出身中学

4 鈴木　陸斗 逗葉 武山 4 丸澤　樹 逗葉 大道 4 宍戸　嵩穂 横須賀工業 久里浜

5 宇都　啓介 逗葉 追浜 5 武藤　皓星 逗葉 逗子 5 斉藤　佑亮 横須賀工業 上原

6 吉田　尚史 追浜 富岡 6 楠　成龍 横須賀学院 南下浦 6 片多　陸駆 三浦学苑 浦賀

7 冨澤　哲平 三浦学苑 葉山 7 五十嵐　拓海 横須賀工業 初声 7 藤倉　陽伸 横須賀学院 横須賀学院

8 増田　圭吾 横須賀工業 衣笠 8 阿部　冬馬 横須賀工業 大津 8 柏木　航平 横須賀総合 浦賀

9 住山　和誠 横須賀工業 大矢部 9 岡田　哲汰 逗子 南郷 9 村岡　奏 逗　葉 武山

10 齋藤　龍之介 横須賀大津 大津 10 川村　優弥 湘南学院 野比 10 松井　翔汰 逗　葉 武山

11 古谷　龍志 湘南学院 久里浜 11 小泉　蓮 追浜 庄戸 11 八橋　俊樹 湘南学院 大津

12 越川　大吾 逗子 久里浜 12 中川　和真 追浜 富岡 12 澤畠　聖治 湘南学院 富岡

13 坂田　悠介 逗子 金沢 13 光田　怜朗 横須賀大津 富岡 13 千葉　陸哉 逗子 釜利谷

14 村野　航平 横須賀総合 坂本 14 細田　涼太 横須賀明光 坂本 14 清藤　僚太 逗子 鴨居

15 若原　敦也 逗子開成 逗子開成 15 掛田　巧 横須賀 浦賀 15 山田ブルノ圭人 大楠 常葉

16 加藤　幹久 逗子開成 逗子開成 16 井上　智輝 横須賀総合 坂本

17 菅谷　悠人 横須賀学院 大矢部

18 松田　光稀 横須賀学院 葉山

ＴＳ ＴＳ ＴＳ

NO 選手名 所属 出身中学 NO 選手名 所属 出身中学 NO 選手名 所属 出身中学

4 川本　愛莉 横須賀工業 衣笠 4 斉藤　未奈 横須賀明光 池上 4 勢田　しおり 横須賀大津 南下浦

5 杉崎　美海 横須賀総合 大津 5 新妻　美柚 横須賀 神明 5 平井　さくら 横須賀大津 大矢部

6 高尾　百香 横須賀大津 南下浦 6 髙梨　優香 横須賀学院 横須賀学院 6 長谷川　月菜 逗子 御成

7 漢城　七海 横須賀大津 久木 7 浦嶋　桃夏 追浜 南下浦 7 鯉渕　結菜 横須賀学院 小田

8 土元　海 追浜 坂本 8 尻引　菜穂 追浜 不入斗 8 荒井　胡桃 湘南学院 大津

9 熊田　梨央 湘南学院 鷹取 9 尾崎　葉菜 津久井浜 浦賀 9 平田　るい 横須賀総合 馬堀

10 小林　彩夏 横須賀 追浜 10 根岸　明日菜 三浦学苑 田浦 10 蛭田　夏稀 追浜 笹下

11 大槻　千晴 逗子 池上 11 坂上　里穂 逗子 坂本 11 吉田　みなみ 追浜 田浦

12 近内　萌 逗子 大矢部 12 鈴木　南衣 逗子 坂本 12 菅田　波月 大楠 武山

13 西出　かりん 三浦学苑 岩戸 13 永野　美梨 湘南学院 万騎が原 13 秋山　夢乃 横須賀 浦賀

14 秋元　多瑛 三浦学苑 大津 14 桐ヶ谷　彩香 湘南学院 大津 14 今井　小春 横須賀 逗子

15 山口　澪 横須賀学院 浦賀 15 小藤田　和希 横須賀大津 長井 15 大賀　瑠花 逗葉 大楠

16 森　彩夏 横須賀学院 西柴 16 本山　佳歩 横須賀大津 釜利谷 16 藤崎　杏里 逗葉 南下浦

17 大橋　未佳 逗　葉 富岡東 17 石丸　理子 逗葉 大津

18 宮下　葵 逗　葉 池上 18 山本　葵 逗葉 岩戸

岡野（横須賀大津）　石渡（横須賀大津） 石橋（湘南学院）

松本（横須賀）濱本（三浦学苑）堀川（横須賀明光）矢島（湘南学院）小林（大楠）輪湖（大楠）

沖田（横須賀大津）　杉山（三浦臨海）下島（逗子）

2016横須賀バスケットボール協会フェスティバル　エキシビジョンゲーム

3年選抜（淡色）

3年選抜（淡色）

＜高校男子選抜メンバー＞

＜高校女子選抜メンバー＞

2年選抜（淡色）1年選抜（濃色）

2年選抜（淡色）1年選抜（濃色）
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平成28年度フェスティバルメンバー表【招待チーム】

菱沼　成一 182

飯島　与志 165

角田　考史 177

齋藤　晃彦 176

中島　弘樹 183

有馬　武尚 183

沼田　達也 172

土田　亨 190

嘉山　篤史 180

後藤田　勇司 175

小野　繁生 170

山田　清 175

氏　名 身長（CM）

浜崎　雄士 172

西田　陽治 170

招待チーム 昭栄会

監督 野々山　昭夫

A・コーチ 菱沼　成一
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平成28年度フェスティバルメンバー表【招待チーム】

162

166

170

168

161

173

161

155

160

157

167

土田　理子

小倉　奈緒美

内藤　奈保

桑原　祐子

小澤　法子

平石　真澄

島津　リサ

166

招待チーム facile

監督

A・コーチ

野々山　昭夫

中島　弘樹

河北　明美

加藤　良子

西田　由香

輿石　和美

身長（CM）氏　名

中島　佳織

小森　安希子

157
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監督 壽原　均

コーチ 五十嵐　茂男

氏　名 所属チーム

河野　弘樹 馬堀クラブ

本郷　友敬 Nightmare

五十嵐　茂男 馬堀クラブ

長沼　崇 Nightmare

田ノ上　直人 馬堀クラブ

鈴木　淳 馬堀クラブ

小林　大地 Nightmare

宍戸　優希 馬堀クラブ

柴田　政勝 馬堀クラブ

小林　光明 Nightmare

田中　俊 CRESKENS

大野　陽平 Nightmare

輪湖　豊 Nightmare

A・コーチ 芝嵜　純一

平成28年度フェスティバルメンバー表【一般男子】

久米田　幸一 J-CLUB

長瀬　一志
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A・コーチ 芝嵜　純一

平成28年度フェスティバルメンバー表【一般女子】

監督 壽原　均

コーチ 五十嵐　茂男

氏　名 所属チーム

矢野　葉子 ぬけがら

小坂　仁美 AQUA

納富　亜希 ぬけがら

関　悦子 PIXAR

佐藤　香織 PIXAR

伊藤　美尋 ぬけがら

杉本　紗栄子 PIXAR

内田　さくら PIXAR

島村　佳代子 PIXAR

本郷　久子 PIXAR

内田　郁美 PIXAR
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古谷　正和 J-CLUB

鈴木　徹 建生会

和田　洋人 建生会

濱田　大輔 Bears

高関　景 Bears

岩崎　芳和 Bears

白川　義行 あすなろ

齊藤　信行 建生会

鈴木　淳 馬堀クラブ

氏　名 所属チーム

五十嵐　茂男 馬堀クラブ

日吉　康仁 レザーフェイス

A・コーチ 芝嵜　純一

平成28年度フェスティバルメンバー表【一般シニア男子】

監督 壽原　均

コーチ 五十嵐　茂男
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A・コーチ 芝嵜　純一

平成28年度フェスティバルメンバー表【一般シニア女子】

監督 壽原　均

コーチ 五十嵐　茂男

氏　名 所属チーム

佐藤　佳織 大津クラブ

須藤　恵美子 建生会

高橋　利佳 AQUA

齊藤　和子 建生会

熱海　江利子 AQUA

坂口　美保 MAKE'S

小川　奈美子 建生会

高関　聡子 玉遊倶楽部

長沼　尚美 建生会

大西　美菜子 MAKE'S

宮本　真紀 AQUA

佐藤　美紀 建生会

村上　眞由美 MAKE'S



氏  名 学　校 氏　名 学　校

男子監督 山仲　壮一 逗葉高校 女子監督 島山　恵美 横須賀総合高校

キャプテン 河野　裕一 横須賀総合高校 キャプテン15 杉山　絵美 三浦臨海高校

大澤　尚樹 逗子開成高校 14 菅野　奈緒 三浦学苑高校

石橋　寛幸 湘南学院高校 5 大澤　清加 逗子開成高校

岡野　晃 横須賀大津高校 4 鈴木　幸恵 武山中学校

沖田　裕毅 横須賀大津高校 7 野村　悠衣 野比中学校

濱本　潤 三浦学苑高校 8 小松　遥 大矢部中学校

後藤　隆治 三浦学苑高校 9 窪田　奈津子 武山小学校

堀川　晋太朗 横須賀明光高校 10 村井　真結子 津久井小学校

下島　拓 逗子高校 11 田中　愛里 望洋小学校

矢島　純 湘南学院高校 12 反町　侑里香 武山小学校

石渡　覚 横須賀大津高校 13 丹波　恵 防衛大学校

古原　創太 横須賀学院高校 16 田口　花見 逗葉高校

小林　大地 大楠高校 6 諏訪　千夏 鴨居中学校

輪湖　豊 大楠高校 17 岡村　麗香 神明中学校

野澤　俊輔 鷹取中学校

岸上　哲大 大楠中学校

中村　薫 久木中学校

阿部　義也 横須賀学院中学校

小俣　拓也 岩戸中学校

白取　和甫 不入斗中学校

吉原　大輝 田浦中学校

岩見　惇 不入斗中学校

平成28年度横須賀バスケットボールフェスティバル【指導者】
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