
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 広島県 1 鳥取県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 広島県 2 鳥取県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 鳥取県 3 鳥取県

4 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 島根県 4 鳥取県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 島根県 5 鳥取県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 岡山県 6 島根県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 山口県 7 島根県

8 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 8 島根県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 9 島根県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 10 島根県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 11 岡山県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 12 岡山県

13 ブロック事務担当者 広島県 13 岡山県

14 岡山県

15 岡山県

16 広島県

17 広島県

18 広島県

19 広島県

20 広島県

21 山口県

22 山口県

23 山口県

24 山口県

25 山口県

岡﨑　綾香 広島市立庚午中学校

西川　和子 広島市立五日市観音中

川崎　雄峰 福山市立誠之中学校

柿村　香佑 広島市立古田中学校

岸本　剛 鳥取市立湖東中学校

佐古　竜誠 呉市立昭和中学校

平成28年度U-13中国ブロックエンデバー　指導スタッフおよび参加選手名簿

氏名 所属 氏名 所属

中尾　省三 広島市立五日市観音中学校

梶谷　吾織 広島市立古田中学校

柄川　祥 赤磐市立高陽中学校

一村　舞人 鳥取市立中ノ郷中学校

中村　智明 柳井市立柳井中学校

河本　夢司 北栄町立大栄中学校

藤田　壮志 島根大学教育学部附属中学校

篠原　広照 広島市立宇品中学校

松原　大 大田市立第一中学校

河本　昴也 福山市立大門中学校

阿井　博 広島市立古田中学校

高田　直澄 米子市立東山中学校

高橋　幸成 松江市立湖南中学校

小田　実 広島市立国泰寺中学校

石賀　颯馬 北栄町立北条中学校

大坂　俊二 呉市立白岳中学校

佐々木　白斗 米子市立弓ヶ浜中学校

稲垣　秀和 広島市立城南中学校

大畑　智哉 益田市立益田中学校

岡村　和樹 防府市立小野中学校

岡田　悠太 [防府市立右田中学校

勝部　泰生 島根大学教育学部附属中学校

金築　拓海 島根大学教育学部附属中学校

本田　晴海 浜田市立第二中学校

谷口　創大 倉敷市立東陽中学校

富田　直斗 金光学園中学校

針間　大知 倉敷市立玉島北中学校

正路　陽大 宇部市立厚南中学校

河合　瑠那 光市立島田中学校

片根　大空 岩国市立東中学校

森岡　裕貴 倉敷市立玉島北中学校

中田　蓮人 赤磐市立桜が丘中学校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 山口県 1 鳥取県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 広島県 2 鳥取県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 鳥取県 3 鳥取県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 島根県 4 鳥取県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 岡山県 5 鳥取県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 山口県 6 島根県

7 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 7 島根県

8 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 8 島根県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 9 島根県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 10 島根県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 広島県 11 岡山県

12 ブロック事務担当者 広島県 12 岡山県

13 岡山県

14 岡山県

15 岡山県

16 広島県

17 広島県

18 広島県

19 広島県

20 広島県

21 山口県

22 山口県

23 山口県

24 山口県

25 山口県

平成28年度U-13中国ブロックエンデバー　指導スタッフおよび参加選手名簿

氏名 所属 氏名 所属

尾川　裕也 （一社）鳥取県バスケットボール協会

大町　亜未 福山市立城北中学校

梶　良太郎 松江市立第二中学校

吉村　夏凜 福山市立神辺西中学校

福永　俊輔 柳井市立柳井中学校

高石　美央 広島市立戸坂中学校

奥屋　彰 広島市立安西中学校

荒地　葵 広島市立二葉中学校

櫻井　収一 広島市立口田中学校

前田　芽衣 鳥取市立北中学校

井村　智一 広島市立祇園中学校

石賀　美波 倉吉市立東中学校

木村　晋輔 岡山市立興除中学校

小林　愛花 府中町立府中中学校

島袋　 脩 下関市立彦島中学校

下田　こころ 鳥取市立北中学校

山本　遥香 松江市立第一中学校

今若　羽菜 松江市立第二中学校

松本　七海 松江市立第三中学校

望月　慶輔 広島市立江波中学校

牧田　桃子 湯梨浜町立北溟中学校

佐々木　沙智 広島市立己斐上中学校

宮下　萌奈 米子市立福米中学校

江口　由紀子 広島市立国泰寺中学校

上田　英生 広島市立古田中学校

品川　七海 周南市立周陽中学校

矢原　百華 下松市立久保中学校

今田　亜矢乃 下松市立末武中学校

岡　日輪乃 出雲北陵中学校

佐々木　百花 益田市立益田中学校

上川　紫乃 光市立光井中学校

流尾　友子 倉敷市立東中学校

村田　なな 津山市立北陵中学校

薮内　紗月 津山市立鶴山中学校

原田　花音 下関市立彦島中学校

吉田　亜子 就実中学校

小野　亜香里 倉敷市立西中学校


