
№ 都道府県名 選手名 フリカナ 身長(cm) 体重(㎏) ポジション 利き手 学年 学校・チーム名

1 北海道 吉田　瑞貴 ヨシダ　ミズキ 165 55 LB 右 中１ 函館市立　巴中学校

2 北海道 小川　蒼生 オガワ　アオイ 153 46 CB/RB/RW 左 小６ メーヴェン釧路HC

3 岩手 小椋　優毅 オグラ　ユウキ 167 55 GK 左 小６ 矢巾フェニックス

4 宮城 青砥　直輝 アオト　ナオキ 152 40 LB/CB 右 小６ HC黒川

5 山形 渡辺　結斗 ワタナベ　ユイト 163 50 CB 右 中１ 尾花沢市立　尾花沢中学校

6 埼玉県 大島　泰河 オオシマ タイガ 159 43 LB/CB 右 小６ みよし大崎ジュニア

7 東京都 大久保　昌憲 オオクボ マサノリ 165 55 CB 右 中１ 東久留米市立　西中学校

8 東京都 瀧川　雄翔  タキガワ ユウト 174 60 LB 右 中１  大田区立　御園中学校

9 山梨県 依田　一星  ヨダ イッセイ 167 53 LB/CB/RB 右 小６  甲府ハンドボールクラブＪｒ

10 富山県 越田　隼哉 コシダ　シュンヤ 170 66
LW/LB/
CB/PV 右 中１ 氷見市立　北部中学校

11 富山県 小間　泰悟 コマ　ダイゴ 166 49 RB/PV 右 小６ 比美乃江ハンドボールクラブ

12 岐阜県 牛丸　三士朗 ウシマル　サンシロウ 167 57 LB/CB 右 中１ 岐阜市立　境川中学校

13 愛知県 佐藤　匠 サトウ　タクミ 170 69 RB 左 中１ 蟹江町立　蟹江中学校

14 愛知県 太田　素快 オオタ　スカイ 152 44 CB 右 小６ 東海ハンドボールスクール

15 三重県 宮田　陸功 ミヤタ　リク 166 52 RB/RW/PV 右 小６ ヴィアティン三重ハンドボールクラブ

16 三重県 山下　敦也 ヤマシタ　アツヤ 165 49 GK 右 中１ 四日市市立　笹川中学校

17 京都府 藤田　紳慈 フジタ　シンジ 161 55 CB 右 中１ 京田辺市立　培良中学校

18 京都府 大熊　良輔 オオクマ　リョウスケ 176 68 GK 右 小６ 薪小学校ハンドボールクラブ

19 京都府 鎌倉　大和 カマクラ　ヤマト 154 40 CB 右 小６ 薪小学校ハンドボールクラブ

20 大阪府 尾上　悠利 オノウエ　ハルト 172 71 RB/RW 左 中１ 大阪体育大学浪商中学校

21 山口県 御手洗　秀信 ミタライ　ヒデノブ 162 52 RB 左 中１ 岩国市立　平田中学校

22 山口県 林　陽貴 ハヤシ　ハルキ 156 46 RB 右 小６ ＩＤＢスポーツクラブ

23 香川県 高尾　勇羽 タカオ　ユウ 171 56 LW/LB/RB 右 中１ 綾川町立　綾南中学校

24 高知県 小笠原　吉春 オガサワラ　ヨシハル 165 CB 右 小６ 高知JHC

25 熊本県 坂本　佑希 サカモト　ユウキ 145 38 CB 右 小６ 玉名市立　玉名町小学校

26 大分県 幡東　佑成 バンドウ　ユウセイ 172 56 CB/RB 右 中１ 大分中学校

27 大分県 石川　司堂 イシカワ　シドウ 141 39 LW/CB 右 小６ 日岡ハンドボールスポーツ少年団

28 宮崎県 下村　楓斗 シモムラ　フウト 169 57 LB/CB/RB 右 中１ 小林市立　小林中学校

29 沖縄県 石原　直弥 イシハラ　チカヤ 155 44 RW 左 小６ 沢岻ハンドボールクラブ

【U13　男子名簿】

 2018 NTS　センタートレーニング参加者名簿



№ 都道府県名 選手名 フリカナ 身長(cm) 体重(㎏) ポジション 利き手 学年 学校・チーム名

1 北海道 竹内　日和 タケウチ　ヒヨリ 160 50 LW/LB 右 中１ 函館市立　本通中学校

2 岩手 中野　暁音 ナカノ　アカネ 155 50 LB/CB/RB 両 小６ ヴォルペ滝沢ハンドボールクラブ

3 宮城 浅野　奈央 アサノ　ナオ 155 45 LW/LB/CB 右 中１ 大崎市立　田尻中学校

4 宮城 馬場　紅杏 ババ　クレア 156 40 LB/CB 右 小６ 古川GOLDEN　EGGS

5 栃木県 浜野　ちひろ ハマノ　チヒロ 160 47 LB/CB 右 小６ HC栃木ジュニア

6 群馬県 小幡　みなみ  オバタ　ミナミ 173 62 CB 右 中１ 甘楽町立　甘楽中学校

7 千葉県 宮吉　茶枝 ミヤヨシ サエ 159 46 LB/CB/RB 右 中１ 千葉市立　花園中学校

8 千葉県 中村　真心 ナカムラ マミ 157 43 CB 右 小６ ＨＣ市川

9 東京都 松本　優萌 マツモト ユメ 157 39
LW/LB/CB
RB/RW/PV 右 小６ 東久留米ハンドボールクラブ

10 山梨県 三森　美菜子 ミツモリ ミナコ 158 51
LW/LB/CB
RB/RW/PV 右 中１ 甲州市立　塩山中学校

11 山梨県 佐藤　姫花 サトウ ヒメカ 168 55 LB/PV 右 中１ 甲州市立　塩山中学校

12 富山県 松井　あぐり マツイ　アグリ 164 59 RB/RW 左 中１ 氷見市立　十三中学校

13 富山県 中田　茉希 ナカダ　マキ 158 44 GK 右 小６ 十三ジュニアハンドボールクラブ

14 石川県 谷口　小桜 タニグチ　コハル 164 52 LW/LB/CB 右 中１ 能美市立　寺井中学校

15 福井県 北　和香奈 キタ　ワカナ 150 39 LB/CB 右 小６
北陸電力

ジュニアブルーロケッツ

16 岐阜県 塚本　紗椰果 ツカモト　サヤカ 161 52 GK 右 中１ 高山市立　日枝中学校

17 愛知県 島戸　那渚 シマト　ナナ 166 44 CB 右 小６ 東海ハンドボールスクール

18 三重県 上村　花瑠 カミムラ　ハル 162 50 LB/CB/RB 右 中１ 四日市市立　朝明中学校

19 三重県 矢田　莉菜 ヤダ　リナ 161 50 RB 左 中１ 四日市市立　羽津中学校

20 三重県 下田　橙和 シモダ　トワ 150 39 CB 右 小６ 笹川ハンドボールクラブ

21 京都府 西垣　晴菜 ニシガキ　ハルナ 164 46 RB 左 中１ 京田辺市立　大住中学校

22 京都府 本田　心那 ホンダ　ココナ 166 50 LB 右 小６ 桃園ハンドボールクラブ

23 兵庫県 小寺　陽菜乃 コデラ　ヒナノ 166 55 GK 右 中１ 明石市立　望海中学校

24 兵庫県 有田　楓夏 アリタ　フウカ 159 43 LB/CB 右 小６
きさきネクサス

ハンドボールクラブ

25 山口県 川﨑　育海 カワサキ　イクミ 160 50 CB/RB/RW 左 中1 下松市立　久保中学校

26 山口県 山下　若菜 ヤマシタ　ワカナ 157 48 LB 右 小6 ＩＤＢスポーツクラブ

27 愛媛県 磯崎　桃恵 イソザキ　モモエ 156 41 GK 右 小６ 愛媛ジュニアーズ

28 愛媛県 樋野　杏莉 ヒノ　アンリ 161 45 GK 右 中１ EHCユース

29 福岡県 鶴　紫緒梨 ツル　シオリ 160 49 CB 右 小６ かすやブルーガッツ

30 大分県 高山　遥奈 タカヤマ　ハルナ 166 56 LB 右 中１ 大分市立　原川中学校

31 大分県 友　春乃 トモ　ハルノ 160 48 LB/CB 右 小６ 別保ハンドボールクラブ

32 鹿児島県 福留　愛音 フクドメ　アン 154 40 CB 右 中1 霧島クラブ
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№ 都道府県名 選手名 フリカナ 身長(cm) 体重(㎏) ポジション 利き手 学年 学校・チーム名

33 沖縄県 比嘉　聖 ヒガ　ヒジリ 157 44 CB 右 中１ 沖縄市立　美東中学校
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