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             ごあいさつ 
                 
 

 

 年末のお忙しい中、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、心より御礼申し上げます。 

 新型コロナウイルスの影響により、3 年ぶりのフェスティバル開

催となります。 

多少の規模の縮小・入場の制限はございますが、開催することがで

き、大変うれしく思っております。これもひとえに、多方面の皆様

方のご協力、ご声援のお陰と感謝申しあげます。 

 昨年の東京オリンピックで日本女子バスケットボールチームが銀

メダルに輝くという活躍があり、バスケットボールへの関心が高ま

っているのを感じている所です。 

本日のフェスティバルを通じ、横須賀の若い選手が『夢』や『目

標』に向かって頑張る姿や、経験豊富な選手の円熟したプレーを目

の当たりにしていただき、皆様が元気や勇気をもらい、笑顔になっ

ていただけたら幸いです。 

 開催にあたりご協賛・ご協力いただいた皆様に深く感謝申しあげ

るとともに、引き続き横須賀の選手並びに当協会にご声援を賜りま

すようお願い申しあげます。 
 

 

 

 

 

 

令和 4 年 12 月 8 日 

 

                 横須賀バスケットボール協会 

                   会 長  元文   伊佐武 
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元⽂伊佐武

⽯井正⼠ 柏⽊雅⼀ 圡⽥匡明 中川裕幸 ⼩池登明治

櫻井次郎 森尾吉治 野々⼭美佐⼦ 河内健⼀ ⻑⾕川 裕

遠藤芳幸 棚井 聡 河野裕⼀

フェスティバル実⾏委員会

⻑網亮治

棚井 聡 ⽯橋寛幸 吉原⼤輝 菅⽥礼⼦ 齋藤美津⼦

岩堀 忍 五⼗嵐茂男 久保⽥ 毅

遠藤芳幸 宮澤和⼈ ⼩嶋　  彰 仁平昭和 ⽩川義⾏

板垣 潤 狩野　陽⼠ 佐々⽊雄⼀朗 鴨崎征⾂ 菅⽥礼⼦

丸茂悦⼦

岸上 哲⼤ 野沢俊輔 渡邊隆之 ⼩俣拓也 櫻井⾠也

相沢圭⼀ 志村和哉 野村悠⾐ 中村 薫 吉原⼤輝

⼤澤尚樹 河野裕⼀ 輪湖 豊 渡辺 知彦 鈴⽊ 惇

後藤隆治 嘉⼭泰⼤ 藤⽥有基 繁本伶央⽃ ⻘⼭祐⼦

中村理⾹ 河南 愛

加藤健⼆ 古⾕正和 芝嵜純⼀ 菊地直樹 名和⽥周介

1 9:00 ⼥⼦ ミニ指導者

2 9:50 男⼦ ミニ指導者

3 10:40 ⼥⼦ ⾼校⽣

4 11:30 男⼦ ⾼校⽣

5 12:20 ⼥⼦ ⾼校⽣

6 13:10 男⼦ ⾼校⽣

7 14:00 ⼥⼦ ⾼校⽣

8 14:50 男⼦ ⾼校⽣

9 15:40 ⼥⼦ ⾼校⽣
10 16:30 男⼦ ⾼校⽣             ⾼校２年選抜  　VS　  ⼀般

             ⾼校２年選抜  　VS　  ⼀般

⼤会委員⻑

⼤会副委員⻑

  　　　　中学１年(U13) 　  VS  　中学２年(U14)

  　　　　　⾼校１年選抜　　 VS  　⼀般シニア

  　　　　　⾼校１年選抜　　 VS  　⼀般シニア

  　　　　　 ⾼校３年選抜    VS　　指導者

  　　　　　 ⾼校３年選抜    VS　　指導者

委員⻑

委員

2022年度 横須賀バスケットボール協会
フェスティバル実⾏委員

　　　　　　　     ミニ選抜　　  VS　　 ミニ選抜

　　　　　　　     ミニ選抜　　  VS　　 ミニ選抜

  　　　　中学１年(U13) 　  VS  　中学２年(U14)

＜ ⽇程 ＞

⾼体連（12名）

⼀般（5名）

ミニ連盟（11名）

中体連（10名）
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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 狩野  陽⼠
Aコーチ ⻫藤  亮甫 Aコーチ 宮出  智幸
Aコーチ 鶴岡  哲也 Aコーチ ⼭本  晃司
背番号 選  ⼿  ⽒  名 所属チーム 学年 背番号 選  ⼿  ⽒  名 所属チーム 学年

④ ⽯橋  学 野⽐アンクルブレイカーズ 6年⽣ ④ 川⼝  凜⼼ レイアップス 6年⽣
5 沼澤  悠太 浦賀 6年⽣ 5 志村  奏太 浦郷ミニバス 6年⽣
6 穂苅  拳⼰ ⼤楠 6年⽣ 6 ⽥原  ⼭吹 ⽊古庭・上⼭⼝ 6年⽣
7 島野  爽 北下浦 6年⽣ 7 鈴⽊  碧粋 公郷ネッツ 6年⽣
8 ⻘⽊  ⼼ ⾼坂 6年⽣ 8 中村  稀都 桜坂本RUSH 6年⽣
9 池野  泰伸 城北ゼフロス 6年⽣ 9 表具  隼冬 逗⼦コスモス 6年⽣
10 廣川  裕亮 武⼭ 6年⽣ 10 ⽊村  流歌 ⽥⼾ 6年⽣
11 ペリー  メンドレル功之助 津久井クラブ 6年⽣ 11 荒井  春澄 鶴久保M.B.C 6年⽣
12 嘉⼭  幸作 ⻑井 6年⽣ 12 ⾼橋  颯太 名向剣崎 6年⽣
13 鈴⽊  輝海 船越 6年⽣ 13 ⼭本  裕晴 葉⼭MBC 6年⽣
14 五⼗嵐  ⼤河 ⼭⼿REGULUS 5年⽣ 14 ⾓⽥  健⽮郎 ⾺堀 6年⽣
15 加藤  光 横須賀ミニバスフリーズ 6年⽣ 15 河⽥  ⻯勝 横須賀富⼠⾒ 6年⽣

役職 スタッフ  ⽒  名 役職 スタッフ  ⽒  名
コーチ ⼭本  晃司 コーチ ⻫藤  亮甫
Aコーチ 宮出  智幸 Aコーチ 佐々⽊  雄⼀朗
Aコーチ 狩野  陽⼠ Aコーチ 鶴岡  哲也
背番号 選  ⼿  ⽒  名 所属チーム 学年 背番号 選  ⼿  ⽒  名 所属チーム 学年

④ 雑賀  杏奈 ⽥⼾ 6年⽣ ④ ⼭⽥  ⼼晴 北下浦 6年⽣
5 浦﨑  夏帆 浦賀 6年⽣ 5 亘  彩芭 浦郷 6年⽣
6 渡辺  昊 ⼤楠 6年⽣ 6 安部  花野 ⽊古庭・上⼭⼝ 6年⽣
7 ⾼野  佳央 公郷アルファ 6年⽣ 7 渡邉  遥⾳ 城北ルミナリーズ 6年⽣
8 守  亜耶乃 桜ホワイトスターズ 6年⽣ 8 ⽥代  ひより 武⼭ 6年⽣
9 浅⾒  ここな 逗⼦コスモス 6年⽣ 9 稲⽑　瑠⾹ 鶴久保コスモス 6年⽣
10 秋本  希空 ⻑井 5年⽣ 10 九貫  ⼼ 野⽐ワンオンワン 6年⽣
11 中島  彩乃 船越 6年⽣ 11 安斎  友萌 望洋フラッパーズ 6年⽣
12 ⼆渡  咲 ⾺堀 6年⽣ 12 吉⽥  渚 ⼭⼿REGINA 6年⽣
13 森下  寧々 横須賀根岸 6年⽣ 13 ⼩南  栞 横須賀富⼠⾒ 6年⽣
14 佐藤  ひまり ペガサス 6年⽣ 14 中舘　⼼花 津久井クラブ 5年⽣

＜ 横須賀ミニバスケットボール連盟　選⼿名簿 ＞

所属チーム 所属チーム
⽥⼾ミニバス 北下浦ミニバス

北下浦ミニバス ⽥⼾ミニバス
横須賀ミニ連盟 ⽥⼾ミニバス

⼥⼦A  (⽩) ⼥⼦B  (濃)

4番・・・CAP

男⼦A  (⽩) 男⼦B  (濃)
所属チーム 所属チーム

野⽐アンクルブレイカーズ レイアップス

レイアップス 横須賀ミニ連盟
⽥⼾ミニバス 野⽐アンクルブレイカーズ
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役職 スタッフ  ⽒名 役職 スタッフ  ⽒名
コーチ 中村 薫 コーチ 志村 和哉
Aコーチ 佐藤 雅⼈ Aコーチ ⼩川 義明
Aコーチ 髙⽊ 雄⼤ Aコーチ ⼤槻 ⼀貴
背番号 中学 クラブ 背番号 中学 クラブ

4 村⽥ 玲央⽃ 横須賀学院 4 柳沼 樹 ⼤⽮部 SWISHERS
5 ⽻⽥野 泰史 ⾐笠 5 岡原 海夢 ⻑井 SWISHERS
6 加藤 蒼⼠ 神明 NEXUS 6 佐藤 碧夢 ⻑井 SWISHERS
7 福元 康仁 逗⼦ 97 岡部 雅也 追浜 SWISHERS
8 中臺 椋 常葉 8 嘉⼭ 泰⽃ 神明 SWISHERS
9 斎藤 蒼汰 久⽊ 9 広本 拓也 常葉 NEXUS
10 ⽯橋 幸祐 鴨居 NEXUS 10 広本 越也 常葉 NEXUS
11 松下 圭佑 ⼤楠 SWISHERS 11 ⿊澤 宗太郎 ⼤津 NEXUS
12 甲斐村 翼 ⼤⽮部 12 福本 吏佑 ⻑井
44 亘  唯杜 追浜 13 シルバ 俊 カール ⾐笠 NEXUS
14 野⼝ 寛太 ⽥浦 14 常松 隼之介 久⽊
15 菅野 健⼈ 武⼭ 15 ⾼島 陽⽃ 武⼭
16 下⾥ 庄太郎 野⽐ MIULove 16 ⽴⽯ 諒波 野⽐ NEXUS
17 鈴⽊ 陽⼠ 葉⼭ 17 ⾦⼦ 陽向 三崎 MIULove
4 本川 優樹 鷹取 5 ⿑藤 智輝 鷹取
19 萩原 朱雀 浦賀 19 鈴⽊ 羅沙 浦賀
55 須藤 ⼤凌丸 (⼤楠) SWISHERS 10 ⽥野 瑛⼈ (⾐笠) NEXUS
23 瀧澤 ⽊景 (野⽐) MIULove 8 岩⽥ 蒼 (久⾥浜) SWISHERS
5 鶴⻑ 瑞基 (神明) NEXUS 11 ⼭⼝ 真央 (⻑沢) MIULove

役職 スタッフ  ⽒  名 役職 スタッフ  ⽒  名
コーチ 吉原 ⼤輝 コーチ 野村 悠⾐
Aコーチ ⻫藤 航 Aコーチ 佐野 友⼦
Aコーチ 鎌倉 彩⾹ Aコーチ 鈴⽊ 幸恵
背番号 中学 クラブ 背番号 中学 クラブ

4 岸  天響 久⽊ 4 宮﨑 ⽇菜 久⽊
5 坂⼝ 栞南 ⼤楠 5 渡部 結愛 常葉 NEXUS
7 古澤 くる実 逗⼦ 6 井上 果歩 ⼤⽮部
8 五⼗嵐 美南 浦賀 AMBITION 25 市原 葵 追浜
9 吉⽥ 莉乃 葉⼭ 8 宮本 ⾥菜 ⼤⽮部
10 井上 蒼央 久⽊ 9 ⾥⼭ 波夏 武⼭
11 佐々⽊ 優凪 ⼤⽮部 10 ⼩林 麗 不⼊⽃
12 牧瀬 華林 鴨居 11 蛭⽥ 紗稀 浦賀 NEXUS
13 堀⽥ 莉瑚 岩⼾ 12 ⼭⼝ 裕⼦ 久⽊
14 北⼭ ⽻菜 ⽥浦 15 佐久間 凛 鴨居
15 鈴⽊ 栞奈 武⼭ 14 今井 澄⾳ ⾐笠
4 菅⾕ 希実 野⽐ 4 ⽑利 真千 野⽐
4 横井 希美 鷹取 7 有吉 美涼 鷹取
18 濱 なつき ⻑沢 (MIULove) 17 ⻫藤 しいか ⻑沢 (MIULove)

27 網本 莉那 (⼤⽮部) NEXUS 45 ⼋塚 春歌 (⻄柴) NEXUS

＜ U15カテゴリ― 選⼿名簿 ＞

野⽐中学校

武⼭中学校
岩⼾中学校⼤⽮部中学校

所属チーム
坂本中学校

所属チーム

南郷中学校
⼤津中学校 池上中学校

⼥⼦U14  (⽩) ⼥⼦U13  (濃)

葉⼭中学校

⼤⽮部中学校

男⼦U14  (⽩) 男⼦U13  (濃)
所属チーム 所属チーム
久⽊中学校 常葉中学校
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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

6 山口　蓮太 横須賀南 大矢部 3 橋口　暖志 湘南学院 武山 4 長島　壮祐 横須賀総合 森

5 木村　流唯 横須賀総合 常葉 5 桝本　桜珠 横須賀南 神明 5 佐々木　勇翔 横須賀学院 横須賀学院

6 矢嶋　宇美 横須賀総合 南郷 6 村上　竜清 横須賀 浦賀 6 泉澤　悠人 横須賀学院 長井

7 千葉　衛基 横須賀学院 金沢 7 相楽　桃太 横須賀 大津 7 山﨑　瑠星 三浦学苑 長井

8 秋山　隆治 横須賀大津 田浦 8 池田　瑞希 横須賀総合 久里浜 8 幸田　亜蘭 逗葉 葉山

9 石川　直輝 横須賀大津 釜利谷 9 坂田　凜之輔 横須賀総合 森 9 土井　眞叶 逗葉 横須賀鴨居

10 佐田　大樹 横須賀 藤の木 10 佐川　哲平 横須賀学院 横須賀学院 10 松﨑　蓮 横須賀総合 馬堀

11 添田　敬太 横須賀 衣笠 11 柱　洸平 三浦初声 田浦 11 松下　翔輝 横須賀総合 追浜

12 杉田　早 三浦学苑 本牧 12 浅野　裕斗 横須賀大津 並木 12 川口　剛生 横須賀総合 鴨居

13 降旗　奏琉 三浦学苑 本牧 13 椎名　翼 横須賀大津 長沢 13 井上　遥斗 湘南学院 長沢

14 舩場　陽輝 津久井浜 常葉 14 清水　希 三浦学苑 久里浜 14 石渡　琳久 湘南学院 長井

15 霜田　昂希 逗葉 藤の木 15 小林　希海生 三浦学苑 長井 16 本田　壮大 三浦学苑 衣笠

16 山中　一輝 逗葉 大道 16 谷口　航太 津久井浜 長沢

17 渡辺　玖彪 湘南学院 大矢部 17 中島　タイリース 逗葉 久里浜

18 大河原　悠月 湘南学院 大矢部 18 中村　海太 逗葉 久木

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 冨永　心葉 湘南学院 大楠 4 小林　日菜 逗葉 並木 4 中村　菜津乃 三浦学苑 長井

5 嶋崎　澪 湘南学院 大船 5 小川　悠葵 津久井浜 鴨居 5 竹内　智香 三浦学苑 横須賀学院

6 今井　優珠 逗葉 鷹取 6 水島　菜々子 津久井浜 鴨居 6 平野　茉那 湘南学院 東野

7 大古　真綾 津久井浜 久里浜 7 内田　里渚 三浦学苑 池上 7 鈴木　杏莉 湘南学院 武山

8 千田　瑚珀 津久井浜 田浦 8 高関　かえで 三浦学苑 浦賀 8 小林　花寧 湘南学院 公郷

9 松下　瑠那 横須賀総合 追浜 9 小暮　莉佳 横須賀 三崎 9 矢北　美紀 逗葉 追浜

10 千田　彩音 横須賀総合 大楠 10 富樫　円 横須賀 逗子 10 足立　未來 三浦初声 田浦

11 西田　萌花 三浦学苑 坂本 11 加藤　志野 横須賀大津 鴨居 11 穐本　和 横須賀総合 長井

12 濱野　蓮 三浦学苑 大矢部 12 加藤　志希 横須賀大津 鴨居 12 宮川　愛菜 横須賀総合 長井

13 小川　葵 横須賀 久里浜 13 千秋　百萌奈 横須賀学院 西柴 13 白川　悠空 三浦学苑 長沢

14 山田　心菜 横須賀 金沢 14 張替　怜 横須賀学院 久木

15 加藤　朱里 横須賀大津 神明

16 根岸　紅 横須賀大津 大楠

17 兒玉　ほの花 横須賀学院 横須賀学院

３年男子選抜（淡色）

チームスタッフ 大澤尚樹（逗子開成）

３年女子選抜（淡色）

＜ 高校選抜メンバー ＞

２年女子選抜（淡色）１年女子選抜（淡色）

２年男子選抜（淡色）１年男子選抜（淡色）

嘉山泰大（三浦学苑）輪湖　豊（横須賀）チームスタッフ チームスタッフ

チームスタッフ

チームスタッフ チームスタッフ

チームスタッフ

河南　愛（横須賀学院）青山祐子（横須賀総合）青山祐子（横須賀総合）

鈴木　惇（横須賀学院）チームスタッフ チームスタッフ

石橋寛幸（湘南学院）

チームスタッフ

藤田有基（三浦初声）

チームスタッフ後藤隆治（三浦学苑）後藤隆治（三浦学苑） チームスタッフ
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スタッフ スタッフ

スタッフ スタッフ

No. 選⼿名 所属チーム 出⾝⾼校 No. 選⼿名 所属チーム 出⾝⾼校
1 吉澤　拓郎 Nightmare 逗葉 9 ⼩笠原　早織 AQUA 横須賀⼤津
3 輪湖　豊 Nightmare 追浜 11 丸⼭　ひとみ 建⽣会 逗⼦
7 古⾕　⿓志 J-CLUB 湘南学院 12 川⽥　真優⼦ ⼤津クラブ 逗葉
9 遠藤　裕 あやめ会 横浜 13 伊藤　美尋 安全第⼀ 逗葉
10 佐藤　廉 Nightmare 湘南学院 14 ⻑野　有紗 ⼤津クラブ 湘南学院
11 榊　拳⼠朗 STANCE 横浜清⾵ 17 ⼾⽥　美波 AQUA 横須賀⼤津
14 佐藤　優樹 SPECIMEN 湘南学院 19 納富　亜希 かもめ 逗⼦
45 笠⾕　匠 isolation ⼋王⼦学園⼋王⼦ 24 吉⽥　さくら MAKEʼS 湘南学院
73 菊地　響 あすなろ 横須賀総合 47 ⼩野⽥　美⾥ かもめ 湘南学院
78 穐本　翔 あすなろ 法政⼆ 73 猪腰　みなみ かもめ 逗⼦
86 泉澤　優⼈ CREWS 横須賀学院 25 飯島　桃花 ⼤津クラブ 横須賀総合

スタッフ スタッフ

スタッフ スタッフ

No. 選⼿名 所属チーム 出⾝⾼校 No. 選⼿名 所属チーム 出⾝⾼校
4 古⾕　正和 J-CLUBシニア ⼤楠 3 坂⼝　美保 MAKEʼS 逗葉
5 太⽥　賢次 J-CLUBシニア 横須賀市⼯ 4 ⻄⽥　由⾹ ⼤津クラブ 横須賀⼤津
10 菱沼　⼀⼈ BearsY2 久⾥浜 5 蛭⽥　葵 建⽣会 相模⼥⼦
15 ⾼関　景 BearsY2 久⾥浜 8 阿部　美輪⼦ かもめ 湘南⼥⼦
19 和⽥　洋⼈ マグローズシニア 横須賀市⼯ 10 宇⽥川　⿇⾐⼦ AQUA 逗⼦
20 有⾺　武尚 昭栄会シニア ⼤楠 12 宮本　真紀 AQUA 湘南⼥⼦
27 ⽯川　⼀弘 FAST BREAKERSシニア 釜利⾕ 13 ⼩林　はるか AQUA 横須賀総合
32 阿部　晃光 昭栄会シニア 横須賀市⼯ 16 佐藤　美紀 建⽣会 ⼤岡
34 ⼩林　良仁 J-CLUBシニア ⼤楠 21 佐藤　佳織 ⼤津クラブ 横須賀⼤津
47 ⻑沼　崇 昭栄会シニア 市横須賀 25 河北　明美 AQUA 湘南⼥⼦
53 深野　俊介 FAST BREAKERSシニア 東北 27 ⼩倉　敏⼦ かもめ 富岡
91 穂苅　和之 BearsY2 ⼋千代 31 本郷　久⼦ AQUA 横須賀市商

⼀般シニア男⼦ ⼀般シニア⼥⼦
五⼗嵐　茂男 五⼗嵐　茂男
芝嵜　純⼀ 芝嵜　純⼀

⼀般男⼦
五⼗嵐　茂男
芝嵜　純⼀

⼀般⼥⼦
五⼗嵐　茂男
芝嵜　純⼀
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NO 所属 NO 所属
横須賀⾼校 武⼭中学校
横須賀⾼校 横須賀総合⾼校

横須賀学院⾼校 津久井浜⾼校
三浦学苑⾼校 武⼭中学校
三浦学苑⾼校 野⽐中学校
三浦初声⾼校 岩⼾中学校
逗葉⾼校 葉⼭中学校
鷹取中学校 横須賀学院中学校

⼤⽮部中学校 北下浦中学校
⼤⽮部中学校
池上中学校
浦賀中学校
⾐笠中学校
⽥浦中学校

指導者選抜（⼥⼦・濃⾊）
チームスタッフ 鈴⽊幸恵（武⼭中学校）

＜指導者選抜メンバー＞
指導者選抜（男⼦・濃⾊）

河野裕⼀（横須賀総合⾼校）
チームスタッフ

選⼿名

チームスタッフ
チームスタッフ

輪湖　豊
渡辺　知彦
鈴⽊　惇
後藤　隆治
嘉⼭　泰⼤

⼤槻　⼀貴
永嶋　雄⼤
藤原　慎也
橘　俊⼆

藤⽥　有基
繁本　怜央⽃
野沢　俊輔
佐藤　雅⼈
⻫藤　航

選⼿名
鈴⽊　幸恵
⻘⼭　祐⼦
中村　理⾹
鈴⽊　かりん
野村　悠⾐
佐野　友⼦
鎌倉　彩⾹
上島　由紀⼦
⻑⾕川　裕⼦
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＜別紙１＞ 会場図（改定案） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選手の動線  

観客の動線 

 

 

体育館更衣室（女子）の利用方法（★男子更衣室も女子更衣室として使用） 

 女子更衣室を使用 

（●第１G：ミニ選（白）、●第３G：中学１年、●第５G：高１選、●第７G：高３選、●第９G；高２選） 

 男子更衣室を使用 

（●第１G：ミニ選（濃）、●第３G：中学２年、●第５G：シニア、●第７G：指導者、●第９G；一般） 

 ※マスクの着用、貴重品・荷物は持って１階に降りる、使用後の換気・消毒、譲り合いの精神で 

 

小体育室（男子）の利用方法 

 試合順に従い、カテゴリーに関係なく使用 

  ※マスクの着用、貴重品・荷物は持って１階に降りる、使用後の換気・消毒、譲り合いの精神で 

選手試合後動線 

⇒階段で２階へ 

２階アナウンス席 
アップ後 選手動線 

⇒試合コートへ 

協会関係者席 

（ミニのときは無し） 

観客待機場所 

試合後、ミニ女子は２階席
で待機し、男女一緒に退館 

試合観戦後、ミニ女子 
保護者は３列目以降と
入れ替え 

集合写真 

選手試合前 

アップ 

選手試合後 

ﾁｰﾑ毎に写真 

役員室 

体育館入口 

観客待機場所 

競技場入口 
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No.名称
1 (有)⽇の出ブロック商会
2 Victory鍼灸整⾻院
3 医療法⼈信武会 げんぶんデンタルクリニック
4 かながわ信⽤⾦庫
5 久⾥浜中央⾃動⾞学校(鈴⽊康仁)
6 湘南信⽤⾦庫 理事⻑ 鷲尾 精⼀
7 中川スポーツ
8 野々⼭ 昭夫
9 フォトシュート
10 横浜製機株式会社
11 公郷ネッツ・アルファ
12 横須賀⼤津⾼校保護者会
13 横須賀ミニバスケットボールクラブフリーズ
14 レストラン オールシーズン
15 三久スポーツ株式会社
16 浦郷ミニバスケットボールクラブ
17 城北ゼフロス・ルミナリーズ
18 パソコンITステーション
19 都沢 繫夫
20 横須賀富⼠⾒ミニバスケットボールクラブ
21 逗⼦コスモス ミニバスケットボールクラブ
22 鶴久保コスモス MBC
23 BULLDOGS　湘南学院⾼校男⼦バスケットボール部
24 湘南学院⾼校⼥⼦バスケットボール部保護者会
25 NPO法⼈ Happiness Delivery 渡辺 ⼒
26 SHOESHINE CHUM'S BAR 渡辺 ⼒
27 芦名ベーカリー芦兵衛
28 池嶋とうふ店
29 居酒屋SPORTS BAR FIRE
30 ⼤楠ミニバスケットボールクラブ
31 神奈川県⽴横須賀南⾼校
32 ⼩泉　桂
33 齋藤 裕⼦
34 桜坂本RUSH
35 桜ホワイトスターズ
36 蕎⻨ 寿司 懐⽯ 和の膳 ⽴花
37 トラストホーム(有)
38 名向剣崎ミニバスケットボールクラブ
39 ⼭輝園 外⼭輝夫
40 有限会社横須賀博善社
41 横須賀根岸MBC
42 横須賀根岸MBC保護者会⼀同
43 吉澤 裕治

横須賀バスケットボール協会　Festival 2022　協賛企業・個⼈⼀覧

11/11




