
平成 30年度 

横須賀バスケットボール協会 

フェスティバル

平成 30年 12月 2日(日)横須賀市西体育館 



ご 挨 拶 

 

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は 

『楽しく』 

『明るく』 

『元気に』 
プレイできる、そして観る環境を創ります。 

 

日頃は当協会にご支援・ご協力賜り感謝申し上げます。 

毎年盛大にフェスティバルを開催できますことを大変喜ばしく感じております。 

ご来場の皆様には楽しく過ごしていただければ幸いです。 

大会開催にあたり、ご支援・ご協力いただきました皆様、ご尽力いただきました関係者の

皆様に深く感謝申し上げますと共に今後もご指導ご鞭撻賜りますよう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、フェスティバルのオープニングとし 

 

て、全国大会にもつながります、神奈川県大会横須賀地区予選の決勝戦を行う 

 

ことになりました。小学生のゲームを皆様に披露することができ、これも横須 

 

賀バスケットボール協会様のご協力があって、実現できたことであります。 

 

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プレイヤーも多く､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｡ 

 

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   前 島  光  

 
 平成３０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。 

 

今年度より横須賀市中学校体育連盟バスケットボール専門部会長となりました、追浜中学校 

校長 前島 光 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、そして一般の部の皆様とも連携を取ら

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、バスケットボールを通して「人格の完成をめざす」ことを目標とし、生涯スポ

ーツとして、バスケットボールに親しんで欲しいと願っています。また、バスケットボールを愛す

る仲間との関わりから、人とのつながりの大切さ、夢中になることの素晴らしさを通して、感動す

ること、感謝をする心の育成を図ることができるよう、専門部で情熱をもって指導・支援をしてい

ます。そして、ミニバスケットボール連盟から育てていただいた多くの選手を、次の高体連バスケ

ットボール専門部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２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ことを願っています。 

ここ数年、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。 

今年度、坂本中学校を卒業した田中力くんが日本代表候補選手に選出されました。そして、多くの

方々に今後の活躍を期待されています。彼は、本人の将来の夢でもあるＮＢＡ選手になるために渡

米しました。 

 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させていただきます。 



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   長網 亮治 

 

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

し上げます。また各カテゴリーが一堂に会して横須賀がひとつになり、今後のバスケット

ボールを発展させていくこの大切な事業が今年も行われることは、多くのバスケットボー

ルファンの皆さんの協会へのご支持と、日頃より運営に携わっていらっしゃる役員の方々

のご尽力によるもので、これに現役の高校生、高体連の先生方が携われることを心より感

謝申し上げます。 

高校では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てゲームをさせて頂いておりますが、選手もスタッフも

お互いの親睦を深められ、さらに他のカテゴリーの皆さんとも縦のつながりを作ることが

できるなど、新たな仲間づくりの場として大きな意味があると思っております。 

またバスケットボールに対しても、いろいろな事を勉強させて頂いています。中学生チ

ームからは一生懸命の素晴らしさを感じさせていただき、自分自身のこれまでの２年間の

高校生活を振り返って初心に戻る良い機会になっています。一般チームからはテクニック

の高さはもちろんのこと、かけ引き、タイミングの重要性を肌で感じることができ、バス

ケットボールの奥の深さを勉強させていただいていますし、高校卒業後のバスケットボー

ルとの関わり方も考えられる大切な機会にもなっています。指導者チームからは基礎基本

に忠実なプレーに触れ、日頃から指導されているその意味合い、大切さをあらためて気付

かされていることと思いますし、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。高校生たちは横須賀の一体感を改めて肌で感じて、一生思い出に残

るすばらしい１日を過ごすことになるでしょう。 

高体連を代表して協会の皆様に感謝申し上げるとともに、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。 

では高校生諸君！！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。“みなさん、ご声援よろしくお

願いします。” 

                            



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  

 ２０１８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が一体となり「プレイヤーズ ファースト」をスロ

ーガンに開催されるフェスティバルも、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。 

 さて、３シーズン目を迎え盛り上がるプロリーグ、「Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ」も、２０２０年

東京オリンピックに向け、相乗効果を見せております。 

バスケットボール競技は、する、観る、語るスポーツとして着実に歩んでおり、 

スポーツ文化の楽しさを強く感じております。 

今後、横須賀から日本、そして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 30 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 30 年 12 月 2 日（日） 開場:8 時 00 分（役員集合 7 時 30 分） 

２．会  場       横須賀市西体育会館   TEL.046-856-8199 

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 

          横須賀ブロック中学校体育連盟バスケットボール専門部 

                   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  故 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 中川 裕幸  

          森尾 吉治 櫻井 次郎 髙瀬比呂志  

  大会委員長   遠藤 芳幸 

  大会副委員長  棚井 聡 輪湖 豊  

  総務委員長   廣田 和生 

委員   沖田 裕毅 榊原慎太郎 仁平 和昭 濱本 潤 菅田 礼子  

太田 昭子 福島 大輔 

    渉外委員長     沖田 裕毅     

委員   吉原 大輝 齋藤美津子   

    財務委員長     岩堀 忍    

 委員      大橋 俊則 野村 悠衣 鈴木 隆之 島山 恵美 榊原慎太郎 

      渡辺 碧 

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 長谷川 裕 大澤 尚樹 

丸茂 悦子 長島 英吉 杉山 絵美 名和田周介 三浦  勝 

菅野 幸太 櫻井 辰也 吉原 大輝 

    競技委員長   宮澤 和人  

委員   遠藤 芳幸 柴田 伸樹 輪湖 豊 小俣 拓也 
 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 田丸 靖子 

     竹内 詳詞 西田 由香 森  典子 鈴木 淳  芝嵜 純一 

          小池 登明治 白川 義行 菅野 美智代 岸上 智大 



 

 

フェスティバル実行委員会 

委員長  遠藤芳幸     

委員  嘉山直樹 宮澤和人 小嶋 彰 棚井 聡 長谷川 裕 長網亮治 河内健一  

輪湖 豊 濱本 潤 古谷正和 廣田和生 加藤健二 中川裕幸 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 

      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  

      小菅 哲也 岩田 裕光 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 鴨崎 征臣 白濵 幸治  

嘉山 直樹 小川 秀樹 鈴木 隆之 齋藤美津子 丸茂 悦子 柳平 健志  

      宮澤 和人 鶴岡 哲也 狩野 陽士 小嶋 彰  門倉 実  田面 清一  

      脇門 卓矢 前川 郁衣 小林 優希 香河 舞  伊東 章  小酒部恭男  

黒滝明日香 白川 義行 高橋 宜久 三上 裕司 五十嵐洋祐 金井 雅美 

栗原 唯人 佐々木雄一朗 宮出 智幸 前田 亜海 掛田  明子 

【中体連】 前島 光  棚井  聡 太田 大輔 山田 智昭 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 原田 大地 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 本田 千夏 

      上島由紀子 野村 悠衣 水島 芽衣 佐藤 雅哉 大河内 渉 太田 義広 

      戸高 翔太 三留  淳 中原 康敬 大澤 清加 中村  薫 成田 隼也 

      小松  遥 高木 雄大 丸山 俊幸 板橋  葵 佐藤 雅人 永嶋 雄大 

      大和田友子 齋藤 宜人 山口  聡 東比嘉エリック琉二 

【高体連】 長網 亮治 島山 恵美 河内 健一 河野 裕一 平  育雄 石橋 寛幸  

大澤 尚樹 和喜多由美 向畑 馨子 千葉 あこ 輪湖  豊 上野 愛兼  

濱本  潤 小林 大地 沖田 裕毅 杉山 絵美 菊池 謙吾 橋本 真人  

繁本伶央斗 堀川晋太朗 嫩  真穂 鈴木 世良 渡邊  碧 藤田 有基  

峰  弘隆 後藤 隆治 藤井 菜摘 永田   豪 

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

 佐藤  敦 柴田 伸樹 五十嵐茂男 浜田 厚嗣 三浦  勝 芝嵜 純一 

      猪俣  光 田中 剛豪 菊地 直樹 藤田 辰己 加藤 健二 長島 英吉 

      菅野 幸太 古谷 正和 菅野 航平  石川 励  名和田周介 大鶴 哲平 

【特別協力】三浦学苑高等学校 男女チーム  神奈川県立逗葉高等学校 男女チーム 

      神奈川県立横須賀大津高等学校 女子チーム 

      湘南学院高等学校 女子チーム 



№ 開始時刻

8:45

9:50

3 11:20

Aコート(淡・濃) Bコート(淡・濃)

4 13:20

中学1・2年生選抜
　vs

高校1年生選抜（女子の部）
幼児園児クリニック

5 14:20

一般選抜
vs

高校2年生選抜（女子の部）

中学1・2年生選抜
対

高校1年生選抜（男子の部）

6 15:20

高校3年生選抜
vs

          指導者選抜*備考参照

一般選抜
vs

高校2年生選抜（男子）の部

平成30年度　横須賀バスケットボール協会フェスティバル

組み合わせ

第38回三浦半島ミニバスケットボール秋季大会

女子決勝

第38回三浦半島ミニバスケットボール秋季大会

男子決勝

男子　：　横須賀一般選抜(淡)
vs

関東学院大学(濃)

1

2

備考

表彰式

表彰式

4試合目以降のゲームは、8分x4Qのランニングタイム制で行います。
但し、Aコート6試合目の高校3年生選抜対指導者選抜においては、前
半：5分x2Q女子／後半：5分x2Q男子とします。

13:10

故 元文 伊千夫名誉会長の追悼

元文 伊佐武会長　ご挨拶



役職 役職

コーチ コーチ

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

NO. 選　手　氏　名 身長 学年 NO. 選　手　氏　名 身長 学年

4 鈴木　柑菜 153 6 4 鈴木　大詞 154 6

5 岡田　希玲 152 6 5 斉藤　優作 146 6

6 鈴木　蓮菜 163 6 6 谷　蓮斗 138 6

7 三橋　彩乃 152 6 7 鶴岡　柊斗 156 6

8 篠崎　紅葉 147 6 8 芹澤　藍斗 165 6

9 松本　奈々美 151 6 9 石井　硯紳 155 6

10 廣川　絢音 166 6 10 鈴木　空翔 155 5

11 鈴木　瑚香南 173 5 11 福島　昂己 142 5

12 阿部　まりあ 142 3 12 松永　拓海 145 5

13 里山　波夏 126 3 13 チャーリーグレッグ 140 5

14 芹澤　琉愛 126 2 14 菅野　健人 122 4

15 鈴木　美衣奈 131 1 15 鈴木　柊矢 148 3

16 田尻　聡大 123 3

17 鈴木　羚太 133 4

18 佐藤　慶昇 137 3

19 三橋　遼久 129 3

役職 役職

コーチ コーチ

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

Aコーチ Aコーチ

NO. 選　手　氏　名 身長 学年 NO. 選　手　氏　名 身長 学年

4 吉田　実叶 159 6 4 鷹本　雄大 151 6

5 渡辺　芽衣 153 6 5 氏家　優芽 145 6

6 小山　遥愛 155 6 6 矢嶋　宇実 155 6

7 沼田　まひる 155 6 7 秋山　琳苑 143 6

8 飯田　奏葉 160 6 8 中多　健介 140 6

9 加納　颯来 152 6 9 伊東　高良 140 5

10 千葉　みさき 147 6 10 平川　恭佑 147 5

11 鹿嶋　暖々羽 147 5 11 辻井　雄大 139 5

12 荒井　幸代 138 6 12 小田嶋　航平 130 5

13 片瀬　萌香 138 5 14 浅見　清太郎 140 5

14 原　彩里 145 6 15 萩原　加嵐 150 5

15 岸　天響 131 4 16 井上　悠紀夫 137 5

16 田村　心 142 4 17 今井　洸太 140 5

18 杉森　甲斐 135 4

鵜崎　次郎 鵜崎　次郎

氏　名 氏　名

氏　名 氏　名

須田　　聡

横須賀ミニバスケットボール連盟　秋季大会　決勝戦出場メンバー

中村　優仁

鈴木　  淳

柳平　健志

土居　琴音

鈴木  　淳

逗子コスモスミニバスケットボールクラブ（女子） 逗子コスモスミニバスケットボールクラブ（男子）

武山ミニバスケットボールクラブ（女子） 武山ミニバスケットボールクラブ（男子）

中村　優仁

柳平　健志

土居　琴音

伊東　　章

渋江　俊道

須田　　聡

伊東　　章

渋江　俊道



性別

連絡先

所属校

所属校

所属校

淡 濃 身長 学校名 備考

4 4 186 神明

5 5 183 武山 1年

6 6 182 久木

7 7 179 馬堀

8 8 178 長沢 1年

9 9 176 南郷

10 10 176 衣笠

11 11 175 武山

12 12 172 長沢 1年

13 13 171 南郷

14 14 171 葉山

15 15 171 田浦

16 16 167 鴨居

17 17 167 坂本

18 18 165 長井

平成30年度ブロック選抜メンバー表

責任者 岸上　哲大

本間　順成 野比ミニ

横須賀市立神明中学校

横須賀市立衣笠中学校

ア・コーチ

コーチ 棚井　聡

湯田　徳尊 小坪フレンズ

男　　子

横須賀市立大楠中学校

監督 櫻井　辰也

ブロック名 横須賀

桑代　蓮 横須賀市立神明小学校

鈴木　凰雅 武山ミニ

出身小学校及び出身ミニバスケット

横須賀市立大津中学校高木　雄大

氏名

今井　祐希 野比ミニ

門倉　丈太郎 葉山MBC

松﨑　蓮 馬堀ミニ

葉山MBC

幸田　亜蘭 木古庭上山口ミニ

本田　壮大 城北小学校

榎本　武蔵 武山ミニ

小林　慶哉 鶴久保MBC

泉澤　悠人 長井ミニ

大森　俊輔 船越ミニ

川口　剛生 フリーズ

岡田　脩吾



性別

連絡先

所属校

所属校

所属校

淡 濃 身長 学校名 備考

4 4 155 大楠

5 5 156 長沢

6 6 157 大楠 １年

7 7 160 長井

8 8 162 大楠

9 9 162 逗子 １年

10 10 162 追浜 １年

11 11 163 葉山

12 12 164 大矢部

13 13 167 武山

14 14 167 長井

15 15 167 横須賀学院

16 16 170 武山

17 17 170 馬堀

18 18 170 鴨居 １年

平成30年度ブロック選抜メンバー表

長井ミニ中村　菜津乃

ブロック名 横須賀

責任者 岸上　哲大

女　　子

横須賀市立大楠中学校

吉原　大輝

コーチ 岸上　哲大

ア・コーチ 本田　千夏

横須賀市立坂本中学校

横須賀市立大楠中学校

横須賀市立浦賀中学校

監督

白川　悠空 北下浦ミニ

新倉　沙菜 大楠ミニ

氏名 出身小学校及び出身ミニバスケット

柳澤　凜 大楠ミニ

鹿嶋　俐々華 逗子コスモス

小林　來夢 浦郷ミニ

穐本　和 長井ミニ

深山　結菜 大楠ミニ

鈴木　杏莉 武山ミニ

唐岸　七奈 葉山町立上山口小学校

川口　桜果 三春チェリーズ

竹内　智香 浦郷ミニ

加藤　志野 逗葉イーグルス

越野　楓女 武山ミニ

木全　美織 望洋フラッパーズ



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 新倉　陽向 湘南学院 長井 4 川村　浩輝 横浜修悠館横須賀 葛塚 4 鈴木　陸斗 逗葉 武山

5 阿部　太陽 津久井浜 岩井原 5 若林　翼 横須賀学院 戸塚 5 小牧　勇太 大楠 三崎

6 小島　海斗 逗子 衣笠 6 橋本　雲千代 津久井浜 田浦 6 齊藤　龍之介 横須賀大津 大津

7 金盛　健成 横浜修悠館横須賀 習志野台 7 秋山　寛太 逗子 大津 7 澤村　恵人 大楠 三崎

8 氏家　爽一郎 逗葉 池上 8 木谷　颯汰 追浜 笹下 8 松方　我唯 三浦学苑 常葉

9 出口　蓮也 横須賀学院 老松 9 中島　靖樹 横須賀 浦賀 9 古谷　龍志 湘南学院 久里浜

10 山岸　幹季 横須賀 常葉 10 芹沢　響 横須賀大津 大楠 10 小笠原　徳 横須賀大津 武山

11 米本　紫竣 横須賀大津 初声 11 鈴木　蓮 三浦学苑 浦賀 11 古川　勇樹 逗葉 本郷

12 石井　巽 三浦学苑 大津 12 菊池　響 横須賀総合 神明 12 柏木　洋亮 横須賀学院 浦賀

13 浦塚　翔太 横須賀総合 大矢部 13 磯貝　優介 逗子開成 逗子開成 13 宇都　啓介 逗葉 追浜

14 田中　将太郎 逗子開成 逗子開成 14 小野　朋哉 逗葉 森 14 村野　航平 横須賀総合 坂本

15 荒川　生季 湘南学院 長沢 15 松崎　凱 横須賀学院 金沢 15 小林　佳史 横須賀学院 横須賀学院

16 藤井　紀駿 横須賀学院 横浜山手中華 16 渡部　翔 大楠 三崎

17 張田　剛史 横須賀総合 釜利谷 17 濵崎　雄大 逗葉 長沢

18 勝田　響 逗葉 長沢 18 亀谷　海斗 横須賀総合 長沢

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 晴山　ゆりあ 緑ヶ丘女子 葉山 4 大岡　青海 三浦学苑 大津 4 田邊　渚 逗葉 神明

5 今井　唯彩 三浦学苑 大矢部 5 佐々木　もえ 追浜 大道 5 高畠　愛実 追浜 逗子

6 山田　桃花 湘南学院 長井 6 北爪　美羽 横須賀 池上 6 西出　かりん 三浦学苑 岩戸

7 丸山　ひとみ 逗子 浦賀 7 四方田　梨桜 横須賀 金沢 7 大橋　未佳 逗葉 富岡東

8 相場　咲来 三浦学苑 追浜 8 儀間　友里香 追浜 大道 8 秋元　多瑛 三浦学苑 大津

9 安倍　千里 横須賀学院 坂本 9 増田　美乃里 三浦学苑 田浦 9 井形　麻衣菜 逗葉 富岡

10 大山　舞 横須賀 坂本 10 西澤　真希子 逗子 浦賀 10 高尾　百香 横須賀大津 南下浦

11 吉開　英梨 追浜 大津 11 島津　柚艶 湘南学院 武山 11 森　彩夏 横須賀学院 西柴

12 宮下　怜 逗子 池上 12 冨田　彩夏 横須賀学院 逗子 12 山口　澪 横須賀学院 浦賀

13 吉田　さくら 湘南学院 浦賀 13 伊東　恵美花　マリ 緑ヶ丘女子 南郷 13 杉崎　美海 横須賀総合 大津

14 加藤　乃愛 三浦初声 南下浦 14 尾崎　由芽 逗葉 浦賀 14 黒川　真由香 横須賀大津 浜

15 戸田　美波 横須賀大津 大矢部 15 藤　ひより 逗葉 坂本 15 近内　萌 逗子 大矢部

16 坂本　菜摘 横須賀大津 久里浜 16 近藤　ひとみ 湘南学院 大津

17 小宮　恵人 逗葉 大楠 17 菅野　椿 横須賀学院 小田

18 松井　芽依 逗葉 大正

石橋（湘南学院）

橋本（逗葉）

＜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 後藤（三浦学苑） チームスタッフ 嫩（逗子） 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 上野（追浜） チームスタッフ

2018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）



A・コーチ

N0 身長（ｃｍ）

1 181

2 182

3 180

7 190

13 182

21 189

23 185

24 172

27 173

41 182

61 188

A・コーチ

N0 身長（ｃｍ）

0 188

2 178

3 170

4 198

5 178

10 170

11 174

18 175

22 181

24 181

A・コーチ

N0 身長（ｃｍ）

5 157

9 157

12 163

14 170

27 162

30 158

40 173

47 170

51 159

67 164

西田　貴星 あやめ35

２０１８横須賀バスケットボール協会フェスティバル

コーチ 五十嵐　茂男 芝嵜　純一

コーチ 五十嵐　茂男 芝嵜　純一

コーチ

小野田　美里 かもめ

宇田川　麻衣子 PIXAR

本郷　久子 PIXAR

大山　碧 かもめ

伊藤　美尋 ぬけがら

島村　佳代子 PIXAR

西田　由香 SCRATCH

川田　真優子 大津クラブ

長野　有紗 大津クラブ

氏　名 所属チーム

四寵　愛子 大津クラブ

五十嵐　茂男 芝嵜　純一

楠　成龍 剣翔会

一般女子

鈴木　翔 S-Long

中村　駿介 BURTON

輪湖　豊 Nightmare

長瀬　一志 CRESKENS

中村　優仁 横須賀教員

杉本　哲 馬堀クラブ

杉本　理久 馬堀クラブ

坂口　貫 Nightmare

一般男子（ｖｓ高校生）

三井　隆史 SPECIMEN

木野　駿平 馬堀クラブ

氏　名 所属チーム

馬堀クラブ

下田　悠介 SPECIMEN

山本　雄月 馬堀クラブ

草間　颯 UNITE

一般男子（ｖｓ大学生）

氏　名 所属チーム

掛田　駿 UNITE

本郷　友敬 Nightmare

町田　慎太郎 Mustang

小林　大地 Nightmare

鈴木　淳 馬堀クラブ

柴田　政勝



№ 身長（CM） 学年

55 173 3

14 192 3

6 177 3

3 173 3

22 178 3

2 173 2

5 184 2

7 195 2

11 176 2

31 192 2

35 190 2

21 183 1

27 164 1

33 180 1

26 176 1

34 180 1

　

２０１８横須賀バスケットボール協会フェスティバル

石田　稜

鈴木　燿

横浜高校

湘南工科大学附属高校

菅澤　翔斗

丸澤　樹

アレセイア湘南高校

県立逗葉高校

照井　龍次

県立荏田高校

藤枝明誠高校

金　良大

小宮　光紀

佐々木　拓哉

飛龍高校

湘南工科大学附属高校

ローランド研ラバンス

日体荏原高校

キニックハイスクール

栗原　翼

金子　凌

アレセイア湘南高校

新潟産業大学附属高校

菊地　泰志

フェン　ジュンカイ

つくば秀英高校

飛龍高校

西村　嶺児

招待チーム 関東学院大学

監督 廣田　和生

SUB CAP　　澤田　貴之

県立能代工業高校

湘南工科大学附属高校

A・コーチ 坂庭　夏輝

氏　名 出身高校

CAP　　　　 富樫　優汰



氏  名 指導学校・チーム 氏　名 指導学校・チーム

男子監督 長網  亮治 逗葉高校 女子監督 島山　恵美 横須賀総合高校

Aコーチ 河内　健一 横須賀大津高校 Aコーチ 長谷川　裕子 坂本中学校

キャプテン４ 河野　裕一 横須賀総合高校 キャプテン 鈴木　幸恵 武山中学校

副ｷｬﾌﾟﾃﾝ 小林　大地 大楠高校 野村　悠衣 野比中学校

濱本　潤 三浦学苑 小松　遥 大矢部中学校

後藤　隆治 三浦学苑 大和田友子 池上中学校

藤田　有基 三浦初声 大澤　清加 逗子開成中学校

峰　弘隆 三浦初声 上島　由紀子 横須賀学院中学校

野澤　俊輔 鷹取中学校 本田  千夏 浦賀中学校

中村　薫 久木中学校 板橋  葵 初声中学校

志村　和哉 不入斗中学校 前田　亜海 城北ﾙﾐﾅﾘｰｽﾞ・ｾﾞﾌﾛｽ

有馬　武尚 山手REGINA・REGULUS 黒滝　明日香 高坂ミニバス

長沼　崇 山手REGINA・REGULUS 窪田　奈津子 長井小学校

溝垣　康司 山手REGINA・REGULUS 村井　真結子 津久井小学校

高関　景 山手REGINA・REGULUS 田中　愛里 望洋小学校

五十嵐　洋佑 山手REGINA・REGULUS 遠藤　芽以子 神明小学校

久本　侑里香 武山小学校

嫩　真穂 逗子高校

杉山　絵美 岩戸養護学校

橋爪　早紀 湘南学院

藤井　菜摘 緑ヶ丘女子

平成30年度　横須賀バスケットボールフェスティバル指導者チーム



2018協会フェスティバル協賛一覧
名　称　・　氏　名

久里浜中央自動車学校　様
フォトシュート　様
國立クリニック　様

湘南学院高等学校バスケットボール部　様
鈴木　満　様
丸瀬　正　様

野々山　昭夫　様・美佐子　様
有限会社横須賀博善社　様
横須賀グリーンゴルフ　様
有限会社サガラ印刷所　様

タネヤにしむら　様
横須賀大津高等学校バスケットボール部保護者会　様

逗子コスモスミニバスケットボールクラブ　様
田戸ミニバスケットボールクラブ　様
武山ミニバスケットボールクラブ　様

池島とうふ店　様
公郷アルファ・ネッツ　様

レイアップス・ペガサス　様
長瀬　弘　様

土屋　孝久　様
岩澤　住武　様
小泉　桂　様

有限会社楠商会 レストラン オールシーズン　様
パソコンITステーション　津久井教室　様

逗葉高校バスケットボール部　様
横須賀根岸ミニバスケットボールクラブ　様

冨樫　靖男　様
吉澤　裕治　様
金子　吉幸　様
モルテン　様

中川スポーツ　様
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