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2017 年横須賀バスケットボール協会フェスティバル 

ごあいさつ 

                 横須賀バスケットボール協会 

                     会長 元文 伊佐武 

 横須賀バスケットボール協会フェスティバルにご来場いただき御礼申し上

げます。おかげさまでこのフェスティバルも回を重ねるごとに来場者も増え、

ますます盛大になってきております。 

 また、男子プロバスケットボール「B リーグ」が 2 年目となり、ますますバ

スケット熱が上がってきております。この B リーグ あるいは 3 年後の 東

京オリンピック に横須賀出身のプレイヤーが何人も出て、活躍してくれるこ

とを期待したいと思います。今日のフェスティバルで 「夢」や 「目標」に向

けて頑張ってきた日頃の練習の成果を発揮して、観戦して、楽しんで頂ければ

と思います。 

 フェスティバル開催にあたり、ご協賛・ご協力いただいた皆様に深く御礼申

し上げます。 

 これから私達 横須賀バスケットボール協会は 

「プレイヤーズ・ファースト」 

をスローガンに掲げ、「何よりもまず選手の事を考えて」 運営してまいります。

今後もご支援・ご協力よろしくお願い申し上げます。 





横須賀バスケットボール協会フェスティバル 
 

横須賀ミニバスケットボール連盟 
会長 土田匡明 

 
ご挨拶 

 
毎年恒例の横須賀バスケットボール協会フェスティバルが開催されること心 

 
よりお祝い申し上げます｡ 

 
さて､ミニバスケットボール連盟は、昨年に引き続き、すべての学年からの 

 
選抜選出による対抗戦を取り入れ、低学年の普及・育成に力を入れ、横須賀の 
 
バスケットボールの裾野を広げられるよう努力して参ります｡ 

 
また､他のカテゴリーのゲームやカテゴリーを超えたゲームも行われますが､ 

 
ミニバスケットボール連盟出身の方も多く､諸先輩方のプレーが観戦･応援でき 
 
ることは､フェスティバルならではの楽しみ方ではないでしょうか｡ 

 
なお、一昨年から継続しておりますマンツーマン推進活動が浸透してきてお 

 
り､個々の技術が向上してきております。 

 
ミニバスケットボールの原点である､｢友情･ほほえみ･フェアプレー｣を忘れ 

 
ずに取り組んで参りたいと思います｡ 

 
今後もミニバスケットボール連盟の発展のために､更なる､ご理解とご支援を 

 
お願い申し上げます｡ 





横須賀バスケットボール協会フェスティバルにあたって 
                 

横須賀市中学校体育連盟バスケットボール専門部 

会  長   楠  哲 男  

 
 平成２9 年度横須賀バスケットボール協会によるフェスティバルが開催されることに心より 

 

お祝い申し上げます。 

 

3 年前より横須賀市中学校体育連盟バスケットボール専門部の会長を仰せつかっております公 

 

郷中学校長 楠 と申します。日頃より、バスケットボール協会には中学校の大会運営をはじめ 

 

選手育成のための技術講習会、顧問への審判講習等々、様々なご支援ご協力をいただき感謝いたし 

 

ております。また、協会のミニバスケットボール連盟、高体連バスケットボール専門部、そして一 

 

般の部とも連携を取らせていただきながら、中学校バスケットボール専門部も活動できているこ 

 

とをうれしく思っております。 

 

中体連としては、バスケットを通して「人格の完成をめざす」ことを目標とし、生涯のスポーツ 

 

としてバスケットに親しみ、仲間との関わりを通して人間関係づくり等々、大きく成長してほし 

 

いと願っています。また、ミニから育てていただいた多くの選手を、次の高体連につなげる大切な 

 

役割も担っていると感じています。 

  

 さて、中学生以下のカテゴリーにおける個人のスキルアップを図るためのマンツーマンデフェン 

 

スの促進を徹底させるために協会の方からお力を借りながら、バスケットボールの競技としての楽 

 

しさを感じてもらえるよう、普及、育成に取り組んでいます。一人ひとりの技術の向上とともに、 

 

横須賀の子どもたちから 3 年後に東京で開催されるオリンピックに向けて、ひとりでも多く出場で 

 

きる選手が育ってくれると、喜ばしいことだと思っています。 

 

ここ数年、そんな協会のバックアップにも支えられながら中体連で大きな成果が出ています。長 

 

年の夢であった全国大会へ出場を果たすことができております。今年度も坂本中学校男子が県大会 

 

で優勝（一昨年度は県大会準優勝でした）し、関東大会出場を果たしました。県内の大会で横須賀 

 

ブロックの中学生が活躍し、すばらしい実績を残しています。今後、さらなる活躍を期待しており 

 

ます。 

 

 最後に、日頃より横須賀バスケットボール協会に携わってくださる多くのみなさまに感謝を申し 

 

上げるとともに、このフェスティバルの成功を祈念しあいさつといたします。 





ごあいさつ 

                           横三地区高等学校体育連盟 

バスケットボール専門部 

                            委員長   山仲 壮一 

 

横須賀バスケットボール協会フェスティバルが開催されることを心よりお祝い申し上げ

ます。日頃より横須賀バスケットボール協会に携わっていらっしゃるみなさまのご尽力と

多くのバスケットボールファンによるものと思います。また各カテゴリーが一堂に会し、

横須賀がひとつになって行われるフェスティバルは、将来の横須賀バスケットボールを発

展させていく中心事業ではないかと思っています。 

 さて毎年高校は、１年生が中学２年生チームと、２年生が一般チームと、３年生が指導

者チームと各学年で選抜チームを編成しゲームをさせて頂いています。練習会もなく、ぶ

っつけ本番の急造チームなのですが、バスケットボールを通して親睦を深め、フェスティ

バル終了後には横のつながりをしっかり作ることができ、新たな仲間づくりの場ともなっ

ています。 

また他のカテゴリーの方々とバスケットボールを通して、いろいろな事を勉強させて頂

いています。中学２年生チームからは一生懸命の素晴らしさを感じ、自分自身のこれまで

の２年間を振り返らされ、初心に戻る良い機会になっているのではないかと思います。一

般チームからはテクニックの高さに驚き、かけ引き、タイミングの重要性を肌で感じ、バ

スケットボールの奥の深さを感じることと思います。また高校卒業後のバスケットボール

との関わり方も考えさせられるのでしょう。指導者チームからは基礎基本に忠実なプレー

に触れ、その大切さをあらためて気付かされます。そして今までご指導くださった先生方

のバスケットボールに対する情熱と愛情を感じ、今日こうして一緒にバスケットボールが

出来ることに喜びを感じるに違いありません。こうして高校生たちは横須賀の一体感を肌

で感じ、一生思い出に残るすばらしい１日を過ごすことになるのでしょう。 

さあ高校生諸君！！いつもの自分らしいプレーで精一杯頑張ってください。そして楽し

んでください。ご来場のみなさんが見守ってくれています。“みなさーん、ご声援よろしく

お願いしまーす。” 

われわれは、横須賀バスケットボール協会に感謝するとともに、ご来場のみなさまと一

緒にバスケットボールを楽しめることをたいへん幸せに感じます。 

どうぞ１日よろしくお願いいたします。 

                            





ごあいさつ 

  

横須賀バスケットボール協会一般担当 

          責任者 桜井次郎 

 平成 29 年度横須賀バスケットボール協会フェスティバルが盛大に開催されますことに心から

お喜び申し上げます。平成 26 年に始まりましたこの「横須賀バスケットボール協会フェスティ

バル」も本年度で 4回目の開催となりました。これもひとえに皆様方のご協力のおかげと、主催

者の一人として厚く御礼申し上げます。 

一般担当は、ミニ・中学・高校でバスケットボールに触れた選手が、社会人等となり、5 月か

ら 6月に開催する市民大会、10月から 3月までの半年にわたる会長杯と、年間を通して開催され

る大会に参加して頂いております。本年度の一般登録チームは約 70チーム・800名（うち 8チー

ム約100名がシニアの部）を超える登録があり、各大会では大きな盛り上がりを見せております。

さらに本年度より男女混合チームによるミックスカテゴリーを新設したことにより、バスケット

ボールは激しい競技スポーツであるとともに、年齢・性差にかかわりなく誰でも楽しめる優れた

生涯スポーツであると実感しております。 

 当フェスティバルでは、参加いただいた選手・関係者の皆様の各カテゴリーを超えた交流を広

げる場であるとともに、若い選手の皆様の楽しい思い出となり、次の大きな一歩となることを願

っております。 

最後になりましたが、ご参加いただいております関係者の皆様の益々のご発展をお祈り申し上

げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 



綾瀬市逗子市

三浦市

横須賀市 藤沢市 横浜市
本店営業部 ☎046-825-1515 藤沢営業部 ☎0466-26-5411 磯子支店 ☎045-755-1515
中央駅前出張所 ☎046-824-1515 片瀬支店 ☎0466-23-5412 横浜営業部 ☎045-651-2727
坂本出張所 ☎046-825-1311 辻堂支店 ☎0466-36-5171 井土ヶ谷支店 ☎045-713-1151
追浜支店 ☎046-866-1515 長後支店 ☎0466-44-2141 鶴見支店 ☎045-573-0851
田浦出張所 ☎046-861-1515 本町支店 ☎0466-26-3100 六角橋支店 ☎045-491-1515
栄町支店 ☎046-853-1515 鵠沼支店 ☎0466-34-1131 三ツ沢出張所 ☎045-324-1515
浦賀支店 ☎046-843-1515 善行支店 ☎0466-83-0111 二俣川支店 ☎045-363-5515
粟田支店 ☎046-848-5333 村岡支店 ☎0466-27-7777 港南支店 ☎045-844-2111
久里浜支店 ☎046-834-2244 六会支店 ☎0466-82-7781 浅間町支店 ☎045-314-1111
北久里浜支店 ☎046-834-2266 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ支店 ☎0466-87-1177 山元町支店 ☎045-661-2222
大津支店 ☎046-834-2288 金沢文庫支店 ☎045-783-1515
上町支店 ☎046-822-1515 中村橋支店 ☎045-721-2222
武山支店 ☎046-857-1511 三崎支店 ☎046-882-2222 杉田支店 ☎045-773-2222
安浦支店 ☎046-826-1555 三浦海岸支店 ☎046-889-1515 戸部支店 ☎045-313-1515
池上支店 ☎046-853-2222 三崎口駅前出張所 ☎046-889-2515 原宿支店 ☎045-851-2660

岬陽支店 ☎046-881-7777 並木支店 ☎045-788-5845

逗子支店 ☎046-873-1515 綾瀬支店 ☎0467-84-9900

長井支店 ☎046-857-1100

http://www.shinkin.co.jp/kanagawa 検索かなしん



ご挨 拶  

 

横須賀ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会・後援会 

会 長   新倉 定治  

 

 ２０１７年度 横須賀バスケットボール協会フェスティバルの開催おめでとうご

ざいます。 

横須賀バスケットボール協会７０周年行事を終え、協会一体と成り「プレイヤ

ーズ ファースト」をスローガンに、このフェスティバルも例年に増して盛大且つ

盛況に開催されますことを、心よりお喜び申し上げます。 

 昨年度に発足した「Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ」も、初年度からさらなる盛り上がりを見せ

ておりますことは、２０２０年東京オリンピックに向け高環境と成っており、横須賀

から世界に羽ばたく選手が多数誕生する事を願っております。 

 本日出場される選手の皆様におかれましては、日頃の練習の成果を発揮す

ることはもとより、フェスティバルを通して参加者との友情・親睦をさらに深め、

皆様方にとって素晴らしい意義あるフェスティバルになることを期待しておりま

す。 

 結びに、フェスティバル開催にあたられました、関係者の皆様方へ敬意と感

謝を表し、お祝いのご挨拶とさせていただきます。 





 

 

平成２９年度横須賀バスケットボール協会 

フェスティバル実施要項 
 

１．日  時    平成２９年１２月３日（日）８：３０開場時間（役員集合７：３０） 

２．会  場       横須賀アリーナ   TEL０４６（８２６）２８００ 

３．目  的     バスケットボール競技を通じて普及及び振興を図り、市民の健全な発達に寄与 

する。 

４．主  催       横須賀バスケットボール協会 

５．主  管       横須賀バスケットボール協会一般の部 

              横三地区高等学校体育連盟バスケットボール専門部 

          神奈川県中学生バスケットボールクラブ連盟横須賀支部 

                   横須賀ミニバスケットボール連盟 

６．大会役員 

    大会名誉会長  元文伊千夫 

  大会相談役   斎藤 勝洋 

    大会会長      元文伊佐武 

  大会副会長   石井 正士  柏木 雅一 野々山美佐子 土田 匡明 森尾 吉治  

          櫻井 次郎 髙瀬比呂志  

  大会委員長   棚井  聡 

  大会副委員長  河内 健一 輪湖 豊  

  総務委員長   廣田 和生 

委員   棚井  聡 榊原慎太郎 仁平 和昭  濱本  潤 菅田 礼子  

太田 昭子 

    渉外委員長     長網 亮治     

委員   瀧澤 和人 吉原 大輝 齋藤美津子   

    財務委員長     中川 裕幸    

 委員      岩堀  忍 大橋 俊則 野村 悠衣 鈴木 隆之 島山 恵美 

榊原慎太郎 

広報委員長      小嶋  彰 

委員     小川 秀樹 佐藤  敦 和喜多由美 相澤 圭一 小野 繁生 
    審判委員長      加藤 健二 

委員    沖田 裕毅 鈴木 幸恵 鴨崎 征臣 丸茂 悦子 前川 郁衣 

     長島 英吉 杉山 絵美 名和田周介 三浦  勝 菅野 幸太 

     長谷川 裕 大澤 尚樹 

    競技委員長   宮澤 和人  

委員   遠藤 芳幸 輪湖  豊 大田 義広 柴田 伸樹  
 強化委員長    嘉山 直樹     

委員    河内 健一 五十嵐茂男 石橋 寛幸 鶴岡 哲也 野沢 俊輔 

     田丸 靖子 寿原  均 竹内 詳詞 西田 由香 森  典子 

     鈴木  淳 芝嵜 純一 

 



 

 

フェスティバル実行委員会 

委員長  棚井  聡     

委員  輪湖  豊 河内 健一 廣田 和生 長谷川 裕 宮澤 和人 山仲 壮一 

 古谷 正和 遠藤 芳幸 長網 亮治 中川 裕幸 加藤 健二 嘉山 直樹 

小嶋  彰 岩堀  忍 

 

【ミ ニ 連】 座間  博 土田 匡明 小曽戸 聡 都沢 繁夫 山岡 義和 村野 茂 

       元文伊千夫 有馬 武太 石井 正士 隈元 正徳 柏木 雅一 小幡 和章 

       関根 正広 濱田 高臣 野澤 俊幸 関  律子 三浦 道男 中川 裕幸 

       金子 吉幸 及川 操  牧野 広良 岩崎 三郎 鈴木 真人 遠藤 芳幸 

       福島 大輔 廣川 秀一 仁平 和昭 菅田 礼子 脇門 卓矢 前川 郁衣 

       丸茂 悦子 白濵 幸治 宮澤 和人 柳平 健志 嘉山 直樹 鶴岡 哲也 

       狩野 陽士 小川 秀樹 鈴木 隆之 齋藤美津子 田面 清一 鴨崎 征臣 

       小林 優希 小酒部恭男 白川 義行 高橋 宜久 栗原 唯人 門倉  実 

   黒滝明日香 三上 裕司 金井 雅美 佐々木雄一朗 宮出 智幸 小嶋  彰 

   掛田  明子 前田 亜海 

【中 体 連】 楠  哲男 棚井  聡 太田 大輔 山口  聡 野沢 俊輔 長谷川 裕 

       木戸岡亮太 五十嵐 功 長谷川裕子 山下  翔 小俣 拓也 家村  亮 

       相澤 圭一 岸上 哲大 後藤 恭輔 笹下 勝利 櫻井 辰也 安齋 友貴 

       鈴木 幸恵 吉村 和也 渡邊 隆之 吉原 大輝 高田 邦彦 諏訪 千夏 

       上島由紀子 野村 悠衣 峯尾いずみ 水島 芽衣 佐藤 雅哉 大河内 渉 

       戸高 翔太 糠信大二郎 荒井 俊彦 三留  淳 中原 康敬 大澤 清加 

       中村  薫 土師 慶子 成田 隼也 濱野  怜 太田 義広 小松  遥 

       高木 雄大 丸山 俊幸 板橋  葵 前原 慎也 菊地 康之 塚本 徳幸 

       山田 智昭 

【高 体 連】 山仲 壮一 島山 恵美 長網 亮治 河内 健一 河野 裕一 石橋 寛幸  

       大澤 尚樹 和喜多由美 向畑 馨子 千葉 あこ 輪湖  豊 石渡  覚  

       上野 愛兼 濱本  潤 小林 大地 沖田 裕毅 菊池 謙吾 矢島  純  

       堀川晋太郎 下島  拓 鈴木 世良 渡邊  碧 藤田 有基 峰弘  隆  

       橋本 真人 當間  希 

【一  般】 櫻井 次郎 佐藤 邦夫 廣田 和生 清水 宏文 大橋 俊則  

       三浦  勝 猪俣  光 田中 剛豪 菊地 直樹 柴田 伸樹 藤田 辰己 

       佐藤  敦 浜田 厚嗣 加藤 健二 五十嵐茂男 寿原  均 長島 英吉 

       菅野 幸太 古谷 正和 中川 裕幸 芝嵜 純一 菅野 航平 石川  励 

 

【特別協力】 神奈川県立逗子高等学校 男女チーム 

       神奈川県立逗葉高等学校 男女チーム 

       湘南学院高等学校 女子チーム 
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長井漁港で毎日水揚げされた、 相模湾のピチビチ飛び跳ね

る鮮度抜群な旬の魚を、 漁港直結の四販店甜にて貶充して
います。交通アクセスの艮さをいかし、 百獲れた魚をその
日のうちに、 こ家庭でこ慎味いただけますe

天然 ・ 地物の旬な素材や干物

＾ 又長井水産株式会社

● 久里浜工場

〒238-0831

横須賀市久里浜8-17-26
TEL 046-833-6366
FAX図6-838-5003

● 第二工場

〒238-0316
横須賀市長井5-25-18
TEL 046-858-1007
Ft,;;.046-858-1011

新鮮•美味しさご案内

鮮度一番

週末特集
-··--·-

その他様々なイペントを企画し皆様
のこ来店をお待ち甲し上げます。

本社：〒238·-0316横須賀市長井 5-2tl-7

TEL 046-858-1001 

FAX 046-858-1005 

● 酉販課長井本店

"i'238-0315 

横須賀市長井5-24-7
TEL 046-858- l 020
FAX 046-858-1005

● 直販課よこすか
ポートマー ケット

'f 238姻5

横須賀市新港町6番地
TEL0妬·884-8444



平成２９年度　横須賀協会フェスティバル　試合・日程
Aコート（奥） Ｂコート（手前）

14:00 中学1,2年男子　ｖｓ　高校1年男子 8分×4Q 14:00 高校2年女子　ｖｓ　一般女子 8分×4Q

15:00 高校2年男子　ｖｓ　一般男子 8分×4Q 15:00 中学1,2年女子　ｖｓ　高校1年女子 8分×4Q

16:00 閉会式

　＊　中学生以上のゲームはフリースロー以外流し。第４クォータ残り２分は時計を止める。
 各試合間は７分。クォータ間は１分。ハーフタイム５分。

　交代に関しては審判とTOの判断。　

9:00 高校3年女子　ｖｓ　指導者女子 8分×４Q

10:00 高校3年男子　ｖｓ　指導者男子 8分×４Q

9:00 1・2年生男女混合 ５分×３Ｑ

9:40 3･4年生男女混合 ５分×３Ｑ

５分×４Ｑ

10:20
ミニ5年男子

６分×３Ｑ

11:00
ミニ5年女子

６分×３Ｑ

６分×３Ｑ

12:20
ミニ6年女子

６分×３Ｑ

13:00 幼稚園児クリニック

11:40
ミニ6年男子

13:00 教室U８・Ｕ１０交流戦

11:00 一般シニア女子　ｖｓ　facile 8分×4Q

12:00 一般シニア男子　ｖｓ 昭栄会 8分×4Q

　＊　ミニはクォーター間１分、時計は通常、ハーフタイム無し。　

　＊　各試合のTOは高校生にお願いします。

ﾌｭｰﾁｬｰﾎｰﾌﾟｽvsﾈｸｽﾄｽﾀｰｽﾞ

ﾅｳｵﾝｶﾞｰﾙｽﾞvsﾋﾞﾋﾞｯﾄｶﾞｰﾙｽﾞ

ｼｬｲﾝﾎﾞｰｲｽﾞvsﾊﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ

ｸｰﾙｶﾞｰﾙｽﾞvsﾉｰﾀﾎﾞｰｶﾞｰﾙｽﾞ





 2017年度横須賀バスケットボール協会フェスティバル

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 金井　雅美

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 川合　宏空 アンクルブレイカーズ G 4 田中　晴大 鶴久保ＭＢＣ G

5 神田　徳幸 津久井 G 5 澤田　春道 公郷ネッツ G

6 橋口　暖礼 武山 G 6 マクドナルド　幸明 レイアップス F

7 川端　一真 野比 G 7 鈴木　響祐 望洋ファイターズ G

8 金田　啓夢 北下浦 G 8 鈴木　陽帆 葉山 F

9 渡邊　羽空 逗子コスモス G 9 大多和　海飛 フリーズ G

10 林　亮介 高坂 C 10 高嶋　逞礼 大楠 G

11 梶原　大誠 名向 C 11 浦山　慈大 浦賀 C

12 松原　拓翔 桜坂本RUＳＨ Ｆ 13 稲垣　直也 木古庭上山口 C

13 菱沼　海里 剣崎ＷildＢoars Ｆ 14 山下　潤也 田戸 G

14 上田　温大 山手レグラス G 15 小林　勇悟 馬堀 Ｆ

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

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 大河原　悠月 レイアップス Ｇ 4 木村　流唯 田戸 Ｇ

5 市原　靖也 浦郷 Ｇ 5 岩澤　風輝 フリーズ Ｇ

6 酒井　蓮太 高坂 Ｆ 6 井上　剛 鶴久保ＭＢＣ Ｆ

7 鶴岡　柊斗 武山 Ｇ 7 鳴海　珀柊 公郷ネッツ Ｇ

8 金子　泰士 望洋ファイターズ Ｇ 8 長井　大空 津久井 Ｇ

9 四分一　陽那汰 大楠 Ｇ 9 飯島　康介 名向 Ｇ

10 出口　昴琉 アンクルブレイカーズ Ｇ 10 坂本　怜汰 浦賀 Ｇ

11 晴山　琉楓 葉山 Ｇ 11 小出　璃空 北下浦 Ｇ

12 高橋　葵生 城北ゼフロス Ｇ 13 下里　真那斗 剣崎ＷildＢoars Ｇ

13 元木　俊吾 桜坂本RUSH Ｇ 14 秋山　琳宛 逗子コスモス Ｇ

14 キャストロ・ルーク拓海 木古庭上山口 Ｆ 16 渡辺　力 馬堀 Ｆ

15 鈴木　悠晟 山手レグラス G

【ミニ連】
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

アンクルブレイカーズ 鶴久保ＭＢＣ

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

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)

所属チーム 所属チーム

レイアップス 田戸

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
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横 須 賀 市 久 里 浜 １ － ２ ０ ０ ０

www.kadokura-co.com

大型ゴミの回収・処理から解体工事まで

『どうにか処分したい』お悩み

まるごと解決！

お 見 積 無 料

横須賀バスケットボール協会を

私たちは応援しています！

門倉商店株式会社



 2017年度横須賀バスケットボール協会フェスティバル

役職 　スタッフ　氏　名 役職 　スタッフ　氏　名

コーチ 鶴岡　哲也 コーチ 狩野　陽士

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 佐山　琉那 望洋フラッパーズ Ｃ 4 高橋　葵 ペガサス Ｃ

5 山中　倫 ワンオンワン Ｇ 5 石川　結舞 鶴久保コスモス Ｆ

6 山本　陽紀 田戸 Ｃ 6 滝澤　日和 北下浦 Ｆ

7 河本　莉奈 浦郷 Ｇ 7 堤　柚華 横須賀根岸 Ｇ

8 鵜川　理沙 公郷アルファ Ｆ 8 榎本　瑠菜 武山 Ｆ

9 藤平　真尋 剣崎WildBoars Ｇ 9 張替　怜 逗子コスモス Ｆ

10 細谷　穂花 大楠 Ｆ 10 高関　かえで 山手レジーナ Ｇ

11 山本　優衣 城北ルミナリーズ Ｆ 11 幸　こころ 木古庭 Ｆ

12 花塚　香音 葉山ＭＢＣ Ｆ 12 平沢　莉子 名向 Ｃ

13 高田　ひより 桜ホワイトスターズ G 13 鮫島　未尋 津久井 Ｇ

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 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 青木　ナル 長井 Ｇ 4 高橋　瑞希 ワンオンワン Ｇ

5 三堀　羽乃 ペガサス Ｆ 5 田口　愛梨 田戸 G

6 中原　紗花 公郷アルファ Ｆ 6 西田　萌花 鶴久保コスモス Ｆ

7 吉田　実叶 逗子コスモス Ｃ 7 有馬　遊那 山手レジーナ Ｆ

8 松田　瑠夏 葉山ＭＢＣ Ｇ 8 平石　真菜 横須賀根岸 Ｇ

9 大阿久　奈央 浦賀 Ｇ 9 葉山　るな 名向 Ｃ

10 平松　柚葉 津久井 Ｇ 10 五十川　千捺 高坂 Ｇ

11 棚町シャニィユエン 馬堀 Ｆ 11 小川　聖央 木古庭 Ｇ

12 佐々木　優希 フリーズ Ｇ 12 根岸　紅 大楠 Ｇ

13 松下　瑠那 浦郷 Ｇ 13 三橋　彩乃 武山 Ｆ

14 五十嵐　英 桜ホワイトスターズ Ｇ 14 谷　奏葉 剣崎WildBoars Ｆ

15 井上　花音 城北ルミナリーズ Ｆ 15 佐々木　夢姫 北下浦 Ｇ

【ミニ連】
クールガールズ　(白・６年生選抜) 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

横須賀ミニ連盟 ペガサス

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

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

長井 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 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





 2017年度横須賀バスケットボール協会フェスティバル

役職 　スタッフ　氏　名 役職 　スタッフ　氏　名

コーチ 宮出　智幸 コーチ 鶴岡　哲也

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 学年 選　手　氏　名 所属チーム 学年

4 及川　優音 田戸 4 4 池田　優来 望洋ファイターズ・フラッパーズ 4

5 川崎　音々 木古庭上山口 4 5 芝本　虎ノ介 桜坂本RUSH・ホワイトスターズ 4

6 出口　愛蕾 横須賀根岸 4 6 福井　太陽 馬堀 4

7 平川　恭佑 逗子コスモス 4 7 朝倉　都華 城北ゼフロス･ルミナリーズ 4

8 長沼　くれは 山手レジーナ・レグラス 4 8 加藤　琉愛 剣崎WildBoars 4

9 吉田　楓 レイアップス・ペガサス 4 9 菅野　幸志 葉山 4

10 神田　一瑳 野比 4 10 大森　星翔 北下浦 4

11 牧野　涼音 長井 4 11 藤井　大和 鶴久保MBC･コスモス 4

12 谷　鉄馬 公郷ネッツ・アルファ 4 12 鈴木　空翔 武山 4

13 蒲谷　恒陽 浦郷 4 13 大塚　菜々海 大楠 4

14 永井　雄大 フリーズ 4 14 エボルデ　ルイ 高坂 4

15 岩崎　花朋 津久井 4 15 宮脇　櫂 名向 4

16 阿部　杏純乃 浦賀 3 16 高橋　啓瑚 アンクルブレイカーズ・ワンオンワン 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

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 小林　麗 鶴久保MBC･コスモス 2 4 宮川　栞菜 長井 2

5 中島　タリーク フリーズ 2 5 鈴木　柊矢 武山 2

6 工藤　愛佳 剣崎WildBoars 2 6 高嶋　琉葵 大楠 2

7 石神　詩乃 津久井 2 7 長沼　ひなた 山手レジーナ・レグラス 2

8 市原　葵 浦郷 2 8 岸　ジェイ 田戸 2

9 立石　諒波 野比 2 9 黒澤　宗太郎 アンクルブレイカーズ・ワンオンワン 2

10 平井　誉 レイアップス・ペガサス 2 10 阿部　智有 浦賀 2

11 當間　嗣友吏 公郷ネッツ・アルファ 2 11 川畑　芭子 葉山 2

13 横山　紗奈 馬堀 2 12 太田　壮一郎 木古庭上山口 2

14 今井　澄音 城北ゼフロス･ルミナリーズ 2 13 山本　心菜 横須賀根岸 2

15 根岸　琉依 高坂 1 14 秋山　絆琳 逗子コスモス 1

16 末永　啓太 桜坂本RUSH・ホワイトスターズ 2 15 大島　愛輝 望洋ファイターズ・フラッパーズ 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 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

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)

所属チーム 所属チーム

田戸 横須賀ミニ連盟

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

【ミニ連】
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









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 福村郁弥 湘南学院 大道 4 高野丸 横浜修悠館横須賀 旭町 4 青木翔 横須賀総合 池上

5 橋本雲千代 津久井浜 田浦 5 菅谷悠人 横須賀学院 大矢部 5 細田涼太 横須賀明光 坂本

6 秋山寛太 逗子 大津 6 田沼奏羽 津久井浜 浦賀 6 齊藤颯 横浜修悠館横須賀 弘前市立南

7 谷本昌大 横浜修悠館横須賀 前田北 7 坂田悠介 逗子 金沢 7 鈴木壮 横浜修悠館横須賀 河口湖南

8 日澤龍之介 逗葉 森 8 木津基 追浜 久里浜 8 岸本遼凱 逗葉 久木

9 出口響介 横須賀学院 老松 9 廣岡滉一 横須賀 東永谷 9 岡田哲汰 逗子 南郷

10 中島靖樹 横須賀 浦賀 10 齋藤龍之介 横須賀大津 大津 10 今井滉太 横須賀総合 大庭

11 鈴木海橙 横須賀大津 浦賀 11 冨澤哲平 三浦学苑 葉山 11 武藤皓星 逗葉 逗子

12 鈴木蓮 三浦学苑 浦賀 12 谷友海 横須賀総合 坂本 12 広田和也 横須賀学院 釜利谷

13 白田健瑠 横須賀総合 森 13 加藤幹久 逗子開成 逗子開成 13 丸澤樹 逗葉 大道

14 磯貝優介 逗子開成 逗子開成 14 宇都啓介 逗葉 追浜 14 菊池丈 横須賀総合 大矢部

15 白井源也 逗葉 大道 15 西川承助 横須賀学院 富岡 15 小原強平 横須賀総合 逗子

16 渡部翔 大楠 三崎 16 澤村恵人 大楠 三崎

17 渡部椋太郎 横須賀総合 釜利谷 17 古谷龍志 湘南学院 久里浜

18 半澤一朗 逗子開成 逗子開成 18 芋田優月 逗葉 追浜

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 伊東恵美花 緑ヶ丘女子 南郷 4 秋元多瑛 三浦学苑 大津 4 坂上　里穂 逗子 坂本

5 大岡青海 三浦学苑 大津 5 高畠愛実 追浜 逗子 5 鈴木　南衣 逗子 坂本

6 近藤ひとみ 湘南学院 大津 6 河合夏帆 横須賀 桂台 6 根岸明日菜 三浦学苑 田浦

7 吉田沙羅 逗子 不入斗 7 小林彩夏 横須賀 追浜 7 安部七星 三浦学苑 浦賀

8 増田美乃里 三浦学苑 田浦 8 土元海 追浜 坂本 8 蝦名恭子 湘南学院 大道

9 西澤真希子 逗子 浦賀 9 杉崎美海 横須賀総合 大津 9 桑原百合香 逗葉 坂本

10 北爪美羽 横須賀 池上 10 大槻千晴 逗子 池上 10 河内美緒 横須賀 大津

11 高野美桜 追浜 大津 11 杉本彩香 逗子 久里浜 11 髙梨優香 横須賀学院 横須賀学院

12 足立晏未 津久井浜 田浦 12 森彩夏 横須賀学院 西柴 12 山下絢 横須賀総合 浦賀

13 菊地優里葉 湘南学院 長井 13 高尾百香 横須賀大津 南下浦 13 大平りさ 横須賀総合 釜利谷

14 磯部あかり 津久井浜 神明 14 大橋未佳 逗葉 富岡東 14 井街菜奈 横須賀大津 逗子

15 河本茉夕 横須賀大津 追浜 15 井形麻衣菜 逗葉 富岡 15 和泉花歩 横須賀大津 岩戸

16 今村美玖 横須賀大津 不入斗 16 漢城七海 横須賀大津 久木 16 石丸理子 逗葉 大津

17 尾崎由芽 逗葉 浦賀 17 新妻美柚 横須賀 神明

18 藤ひより 逗葉 坂本

2017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

＜高校男子選抜メンバー＞
1年選抜（濃色） 2年選抜（淡色） 3年選抜（淡色）

石渡（横須賀大津）峰（三浦臨海）

菊地（津久井浜）矢島

＜高校女子選抜メンバー＞
1年選抜（濃色） 2年選抜（淡色） 3年選抜（淡色）

チームスタッフ 沖田（横須賀大津）　下島（逗子） チームスタッフ 藤田（三浦臨海）橋本（逗葉） チームスタッフ

チームスタッフ 小林（大楠） チームスタッフ 濱本（三浦学苑）上野（追浜） チームスタッフ



平成29年度

横須賀バスケットボール協会フェスティバル

國立クリニック
國立賓夫

住所：神奈川県横須賀市ハイランド3-27-31
京急バス：粟田小学校バス停前

代表電話：046-849-3060 

診療科目：内科／婦人科

診痘時間 月 火 水 木 金 土 日
月水金9:00,-..,12:00

月～会17:00,.__,19:oo
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河野　弘樹 馬堀クラブ

長瀬　一志 CRESKENS

長沼　崇 Nightmare

監督 壽原　均

コーチ 五十嵐　茂男

氏　名 所属チーム

A・コーチ 芝嵜　純一

柴田　政勝 馬堀クラブ

下田　悠介 SPECIMEN

松成　健太 Nightmare

久米田　幸一 J-CLUB

橋都　翔 Nightmare

田ノ上　直人 馬堀クラブ

鈴木　淳 馬堀クラブ

吉澤　拓郎 Nightmare

A・コーチ 芝嵜　純一

氏　名 所属チーム

上堂薗　まりな かもめ

監督 壽原　均

コーチ 五十嵐　茂男

馬飼野　碧 かもめ

伊藤　美尋 ぬけがら

後藤　未来 玉遊クラブ

川田　真優子 大津クラブ

小林　はるか AQUA

筑井　葵 AQUA

長野　有紗 AQUA

四寵　愛子 玉遊クラブ

木村　優里 大津クラブ

小野田　美里 かもめ

江畑　美里 大津クラブ

本橋　一美 ぬけがら

建生会

氏　名 所属チーム

芝嵜　純一 馬堀クラブ

五十嵐　茂男 馬堀クラブ

監督 壽原　均

コーチ 五十嵐　茂男

A・コーチ 芝嵜　純一

大西　美奈子 MAKE'S

高橋　利佳

石川　博崇 建生会

溝垣　康司 レザーフェイス

太田　賢次 SPECIMEN

鈴木　徹 マグローズ

高関　景 Bears

安西　貴志 あすなろ

古谷　正和 J-CLUB

白川　義行 あすなろ

日吉　康仁 レザーフェイス

齊藤　信行

壽原　均

コーチ 五十嵐　茂男

A・コーチ 芝嵜　純一

氏　名 所属チーム

菅野　美智代 大津クラブ

【一般】

【一般シニア】

熱海　江利子 AQUA

木下　麻鼓 MAKE'S

西田　由香 大津クラブ

村上　眞由美 MAKE'S

宮本　真紀 AQUA

AQUA

小森　安希子 AQUA

渡邊　喜美子 MAKE'S

監督
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