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                   主催者あいさつ  

 第１6回ＨＩＧＨ８選手権へ、日本全国から強豪１２チームが参加してくれたことに、心より歓迎とお礼を申し上げ
ます。前回の決勝は、宮城MAXとＮＯＥＸＣＵＳＥの対戦でしたが、観戦に来られた観客が手に汗握る試合を見て車
椅子バスケファンになってくれたと思います。リオパラリンピックで日本代表男子チームは9位でした。日本がメダル
をとるために世界のトップレベルのローポインター育成と強化が必要と私は考えております。今年のリオパラリンピッ
クでも強豪チームの１～２点のローポインター選手の活躍が勝敗を分けたと私は思っています。この大会にも日本代表
として活躍した選手が多く参加しております。若い選手は、その選手たちから技術と精神力を学んで、世界に通用する
選手を目指してくれることを願っています。この大会を開催するにあたり、参加各チームの健闘を期待するとともに今
大会の特別協賛をいただきましたネッツトヨタ湘南株式会社をはじめ協賛各企業の皆様に感謝するとともに、この大会
に参加してくれた選手、スタッフ、ボランティア、そして、車椅子バスケのファンにありがとうの言葉を申し上げ、挨
拶とさせていただきます。 

                      一般社団法人関東車椅子バスケットボール連盟 会長 高橋俊一郎 
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                協賛スポンサーあいさつ  

 ネッツトヨタ湘南株式会社は、ビジョンに織り込んでおりすが、県央県西を中心に営業活動を行っている会社です。
私達は良質なネッツブランドの商品・サービスを提供していくためには、地域に根ざした貢献活動が必要と考えており
ます。この度ご縁あって「一般社団法人関東車椅子バスケットボ－ル連盟」を知る事になりました。そして車椅子バス
ケットボ－ルの練習や車いす同士がぶつかり合う真剣な試合を拝見しました。 

                   そこで感じたものは感動です！ 

 勇気と希望に満ちた選手の動きに深い感銘を受けました。そしてこの素晴らしい感動にどう応えたら良いか、何かお
手伝いすることが出来ないかを考え、オフィシャルサポ－タ－として支援する事になりました。今後も社会に認知され
るように微力ではありますが、車椅子バスケットボ－ルを含め障害者スポ－ツに理解度を高める活動に参加してまいり
ます。最後にこの大会をご準備頂いた各オフィシャルパ－トナ－やオフィシャルサポ－タ－と、ご支援いただいくボラ
ンティアの皆様方へのお礼を申し上げて、あいさつとさせていただきます。 

                          ネッツトヨタ湘南株式会社 代表取締役社長 加藤良一                
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【スケジュール】
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出場チーム 

競技規則 (1) 一般社団法人　日本車椅子バスケットボール連盟発行の「車椅子バスケットボール競技規則」に則る。

(2) 女子チームの選手については、以下の特別ルールのクラス分けを採用する。

　　　【 １～２．５点＝１点 】【 ３．０～３．５点＝２点 】【 ４．０～４．５点＝３点 】

(3) 男子と女子の混合チームの場合は、女子の選手の持点を０．５をマイナスする。

　　　例　【 １．０点＝０．５点 】【 ２．５点＝２．０点 】・・・・【 ４．５点＝４．０点 】

(4) クラス１～２．０点の男子選手に限りシルバー制（４５歳以上）、ジュニア制（中学生以下）を採用する。

　　　【 １．０点＝０．５点 】【 １．５点＝１点 】【 ２．０点＝１．５点 】

監督 監督 監督 駒崎和孝

HC HC HC 森田俊光

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 千葉朱詠 AC AC 水本栄喜

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 土肥沙央里

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 荒木薫子

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

背番号 選手名 持点 備考 背番号 選手名 持点 備考 背番号 選手名 持点 備考

7 本田怜 1.0 4 清水健悟 2.5 7 原田翔平 1.0

11 遠藤泰 2.0 5 宇埜雄太 1.0 8 永田裕幸 2.0

13 高橋浩則 2.5 6 中島憲吾 2.0 9 赤石竜我 2.5

14 向後寄夫 1.5 8 坂井大 2.0 10 森田俊光 2.0 S(1.5)

15 藤井新悟 1.5 9 植木隆人 2.0 15 古川諒 1.0

17 土棚遙 2.5 W(2.0） 12 久世征士 2.0 18 蔵持弘 1.0 S(0.5)

22 五十嵐雄也 2.5 13 下村浩之 1.0 20 宮澤厚史 2.0

27 安藤翔治 1.0 17 天羽勝彦 2.5 30 藤澤潔 2.0

30 藤井郁美 4.0 W(3.5） 18 川原凜 1.5 33 青木大 1.0

31 萩野真世 1.5 W(1.0) 10 千脇貢 2.5 35 水本栄喜 2.0 S(1.5)

33 菅原志朗 1.0 55 駒崎和孝 1.0 S(0.5)

監督 中嶋泰生 監督 HC 添田由美子

HC 金子幸広 HC ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 木村茂

AC 西川広実 AC

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小野梢 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 黒川風里

背番号 選手名 持点 備考 背番号 選手名 持点 備考 背番号 選手名 持点 備考

6 小嶋謙 1.0 4 高木伸久 2.0 5 岡本直子 2.0 W(1.0)

7 矢守睦 1.5 5 町村幸夫 1.0 6 志田恵利子 4.5 W(3.0)

8 大嶽智也 1.0 6 中村亜弘 2.5 7 原田恵 1.0 W(1.0)

9 古川和喜 2.0 7 森田貴之 2.0 Ｓ(1.5) 8 藤野冴華 4.5 W(3.0)

10 今井悟 2.0 S(1.5) 8 筑井卯月 1.0 9 上村知佳 3.5 W(2.0)

12 三橋亨 1.0 11 小林実 1.5 10 中村恵美子 4.0 W(3.0)

15 石川丈則 1.5 12 高橋俊一郎 2.0 Ｓ(1.5) 11 鈴木百萌子 4.0 W(3.0)

23 森本哲也 2.0 S(1.5) 16 羽鳥正敏 2.0 13 中村嘉代 1.0 W(1.0)

17 古矢千尋 1.5 W(1.0)

19 添田智恵 3.0 W(2.0)

20 山田美保 1.0 W(1.0)

鈴木希美代

山下小百合

矢田部栞

関東ブロック

群馬マジック

佐藤聡 屋愛

東海林和幸 田中恒一

東北ブロック 関東ブロック

宮城ＭＡＸ

堀田望

齊藤侑希

高橋春花

関東ブロック

神奈川県

関東ブロック

高橋俊一郎

諸田みずほ

ＷＩＮＦＩＮ

山本和弘

諸田みずほ

千葉ホークス 埼玉ライオンズ

関東ブロック


開催要項

		　     　　　　　　　第２回関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会　実施要綱 ダイカイカントウクルマイスタイカイジッシヨウコウ

		１．目  的		この大会は、車椅子使用者がバスケットボールを通じて体力の維持・増強、機能回復等の能力向上を

				図り、明朗快活な性格と協調精神を養い自立更生及び社会参加の一助とすると共に、参加選手間の

				親睦を深め、選手の育成強化及び活性化を目的とします。

		２．名  称		第２回関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会 ダイカイ

		３．開催期間		２０１２年４月７日（土） ９：３０～２０：００　　予選リーグ・エキシビジョンゲーム ツチヨセン

				２０１２年４月８日（日） ９：３０～１７：００　　決勝トーナメントと交流戦 ヒケッショウコウリュウセン

		４．会  場		障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール（メインアリーナ）

				横浜市港北区鳥山町１７５２  ℡．０４５－４７５－２０５０・１

		５．主  催		関東車椅子バスケットボール連盟

		６．共　催 トモモヨオ		横浜市身体障害者団体連合会 ヨコハマシシンタイショウガイシャダンタイレンゴウカイ

		７．主　管 シュカン		関東ＣＵＰ実行委員会 カントウジッコウイインカイ

		８．協  力		障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール

				神奈川県バスケットボール協会　横浜バスケットボール協会

		９．参加費		　３０，０００円を予定 ヨテイ

				　　　＊昼食のお弁当(お茶付)１個、８００円で用意いたします。

		10．参加資格		(1) 関東連盟の選出するチームと選手とする。（健常者の参加も認める） カントウレンメイセンシュツセンシュケンジョウシャサンカミト

		11．競技規則		(1) 日本車椅子バスケットボール連盟発行の「車椅子バスケットボール競技規則」に則る。

				(2) 健常者選手エントリーする場合は、クラスは４．５とする。 ケンジョウシャセンシュバアイ

		12．競技方法		(1) １日目に４ブロック(１ブロック・３チーム)の予選リーグを行い、各ブロック１位の４チームが２日目の決勝

				　 　トーナメントに進む。各ブロックの２位、３位チームについては２日目に交流戦を行う。

				(2) 全試合４クオーター制で行なう。但し、休憩時間を短縮して行なう場合もあります。　

				(3) 組合せは、関東ＣＵＰ実行委員会により厳選なる抽選を行い決定いたします。 カントウ

				　　抽選結果は、２０１２年３月１日までにご連絡いたします。

		13．競技上の注意		(1) ユニホームは、1回戦のみ組合せ表の若い番号のチームが淡色とし、ベンチは、オフィシャル席に

				　  向かって右側とする。2回戦以降のユニホームは、両チームの話し合いにより決めて良いものとする。

				(2) 背番号は、自然数なら何番でも構いません。但し、数字の寸法はルール通りとします。

				(3) ベンチに入れる人数は、監督1名、コーチ1名、アシスタントコーチ1名、トレーナー1名、マネージャー３名、選手１５名の メイ

				計２２名とする。

		14．申込期限		２０１２年３月１日（木）までに≪メール・ｆａｘのいずれかで申し込みください≫ モク

				　　　　　　関東ＣＵＰ実行委員会〔事務局〕 カントウ

				エントリー申込先　 高橋俊一郎　

						〒 370-0041 高崎市東貝沢町４－４－１　								　ＴＥＬ　０９０－３５１６－２３００

								　ＦＡＸ　０２７－３６３－５６００						E-mail  syun1@gaea.ocn.ne.jp

		15．参加チーム サンカ		関東ブロック：千葉ホークス、埼玉ライオンズ、川崎ＷＳＣ、森本文化風呂商会、、パラ神奈川ＳＣ、SAGAMI　FORCE カントウチバサイタマカワサキモリモトブンカフロショウカイカナガワ

		　　　（１２チーム）		他ブロック選出：宮城ＭＡＸ、長野ＷＢＣ、ワールドＢＢＣ、高知シードラゴンズ、東京１チーム（２月１６日予選して決定） タセンシュツミヤギナガノコウチトウキョウツキニチヨセンケッテイ

		16.宿泊と駐車場 シュクハクチュウシャジョウ		宿泊は各チームで手配してください。（新横浜駅付近のホテルが近いです。） シュクハクカクテハイシンヨコハマエキフキンチカ

				駐車場について、駐車スペースの関係から、各チームともなるべく、乗り合わせでお願いします。 チュウシャジョウチュウシャカンケイカクノアネガ

				なお、広くなっている車椅子スペース駐車場にも、２台を駐車していただきますようお願いします。 ヒロクルマイスチュウシャジョウダイチュウシャネガ

																				以上 イジョウ





予算

				　第２回関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会

				　　収支予算書 シュウシヨサンショ

				収入の部 シュウニュウブ

				科目 カモク				金額 キンガク		備考(内訳等） ビコウウチワケトウ

				関東連盟補助金 カントウレンメイホジョキン				121,000		関東連盟用より カントウレンメイヨウ

				参加費 サンカヒ				360,000		参加チーム3万円×12チーム サンカマンエン

				協賛金 キョウサンキン				0		これからスポンサー企業を募る キギョウツノ

				収入合計 シュウニュウゴウケイ				481,000

				支出の部 シシュツブ

				科目 カモク				金額 キンガク		備考（内訳等） ビコウウチワケトウ

				諸謝金

						審判員		180,000		１日目：　　名　２日目：　　　名　２日分審判・会場整備等を含む ニチメメイニチメメイカイジョウ

						クラス分け		8,000		２名×２,０００円×２日分 メイ

						競技役員 キョウギヤクイン		100,000		２日間２０名　競技役員TO・選手補助員　　　　　　 ニチカンメイ

				食料費

						弁当・飲料		80,000		弁当+飲料代円×１００名分（２日間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（スタッフ、審判、ＴＯ弁当） ベントウインリョウダイエンメイブンカン

				消耗経費

						消耗品		2,000		大会準備備品・ゲームスコアー用紙・封筒・ボラ名札・賞状・ゴミ袋等 タイカイジュンビビヒンナフダショウジョウフクロ

						会場使用料と看板代 カンバンダイ		80,000		2日分体育館、会議室、看板代、プログラム、プラカード作成代 ブンサクセイダイ

				役務的経費

						通信連絡費		500		郵便料、通信費  郵送料等

						雑費		10,000		車椅子修理班謝礼　５０００円×１名×2日分 クルマイスシュウリハンシャレイエンメイニチブン

				その他

						大会運営委員会		500		運営委員会開催経費 資料コピー代他 シリョウダイホカ

						表彰関係費		20,000		賞状・ボール2個（賞品） コ

				支出合計 シシュツゴウケイ				481,000





エントリー用紙

				第２回関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会エントリー用紙 ダイカイカントウクルマイスタイカイヨウシ								３月１日（木）締め切り ツキニチモクシキ

				チーム名 メイ

				連絡先携帯 レンラクサキケイタイ

				監督 カントク

				コーチ

				AC

				トレーナー

				マネ-ジャ-

				マネ-ジャ-

				マネ-ジャ-

				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

				健常者のクラス分け持ち点は、４．５とする。また、エントリー時に備考欄にＫを記入する。 ケンジョウシャワモテンジビコウランキニュウ

				弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ				個 コ

						４月８日（日） ツキニチニチ				個 コ

				弁当注文なしの場合は、横浜ラポール内の食堂も利用できます。 ベントウチュウモンバアイヨコハマナイショクドウリヨウ

				メール連絡先　 レンラクサキ		syun1@gaea.ocn.ne.jp

				　関東ブロック会長　高橋俊一郎　携帯電話　０９０－３５１６－２３００





組合せ・スケジュール等

																		b10		a10																予選リーグＡ　３位 ヨセンイ

				予選リーグＣ ヨセン																														予選リーグ・３位交流戦 ヨセンイコウリュウセン				a7

				ﾁｰﾑ名 メイ		千葉ホークス チバ		ＬＡＫＥ　ＳＨＩＧＡ		川崎ＷＳＣ カワサキ																								　☆準決勝 ジュンケッショウ		予選リーグＢ　３位 ヨセンイ

				千葉ホークス チバ				b４		b5				予選リーグＣ　1位 ヨセンイ																				予選リーグ・２位交流戦 ヨセンイコウリュウセン

				ＬＡＫＥ　ＳＨＩＧＡ		b4				b6																								　 ☆決勝戦･３位決定戦 ケッショウセンイケッテイセン

				川崎ＷＳＣ カワサキ		b5		b6																												予選リーグＣ　３位 ヨセンイ

																b8																						b7





駐車場利用・弁当変更用紙

		

				　　第２回　関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会エントリー用紙 ダイカイ

				横浜ラポール駐車場宿泊利用、弁当の申込表 ヨコハマチュウシャジョウシュクハクリヨウベントウモウシコミヒョウ

						３月１８日（土）締切 ツチ

				チーム名 メイ

				代表者携帯 ダイヒョウシャケイタイ										駐車場利用○を記入 チュウシャジョウリヨウキニュウ

				氏名 シメイ		車種 シャシュ		ナンバー		色 イロ		携帯番号 ケイタイバンゴウ		６日 ニチ		７日 ニチ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

				弁当の注文数再確認 ベントウチュウモンスウサイカクニン		４月７日（土） ツキニチツチ						個 コ

						４月８日（日） ツキニチニチ						個 コ

						メール連絡先　 レンラクサキ		syun1@gaea.ocn.ne.jp

						　関東ブロック会長　高橋俊一郎　携帯電話　０９０－３５１６－２３００ カントウカイチョウタカハシシュンイチロウケイタイデンワ





エントリー

		

				チーム名 メイ		千葉ホークス チバ						チーム名 メイ		長野ＷＢＣ ナガノ						チーム名 メイ		NO EXCUSE								チーム名 メイ		ワールドバスケットボールクラブ						チーム名 メイ		SAGAMI FORCE						チーム名 メイ		高知シードラゴンズ コウチ						チーム名 メイ		川崎WSC カワサキ						チーム名 メイ		パラ神奈川スポーツクラブ カナガワ						チーム名 メイ		ＬＡＫＥＳＨＩＧＡバスケットボールクラブ						チーム名 メイ		森本文化風呂商会 モリモトブンカフロショウカイ						チーム名 メイ		埼玉ライオンズ サイタマ						チーム名 メイ		宮城MAX ミヤギ

				連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		090-9326-3581						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		090-8853-5037						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		宮本有里恵 : 090-2734-7369								連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		０９０－３９５３－１３８４						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		及川康弘　090 3498 7339 オイカワヤスヒロ						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		０９０－３７８３－３１９５						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		０９０－８８０４－４２５８						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		090-8590-8101						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		①佐藤　080-1452-7165
②安田　090-4283-1726 サトウヤスダ						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		080-1067-8173						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		090-2669-7489						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		０８０－６０１６－２８８７（岩佐） イワサ

				監督 カントク		猪田博敏 イノダヒロトシ						監督 カントク								監督 カントク										監督 カントク		小川智樹 オガワトモキ						監督 カントク		角田好雄						監督 カントク								監督 カントク								監督 カントク		中嶋泰生 ナカジマ						監督 カントク		大西孝雄 オオニシタカオ						監督 カントク		森本哲也 モリモトテツヤ						監督 カントク		駒崎和孝 コマザキカズタカ						監督 カントク		岩　佐　義　明 イワサギメイ

				コーチ		菊地哲博 キクチテツヒロ						コーチ		奥原明男 オクハラアキオ						コーチ		及川晋平								コーチ		杉浦寿信 スギウラヒサノブ						コーチ								コーチ		木村瑛美 キムラエイミ						コーチ		小野寺章彦 オノデラアキヒコ						コーチ		金子幸広 カネコユキヒロ						コーチ		山崎沢香 ヤマザキサワカ						コーチ		富田謙一 トミタケンイチ						コーチ		水本栄喜						コーチ

				AC		杉山博 スギヤマヒロシ						AC		東英恵 アズマハナエ						AC		宮本有里恵								AC								AC								AC		木村優美 キムラユウミ						AC								AC		西川広実 ニシカワヒロミ						AC		前野奨 マエノススム						AC		森本美智子 モリモトミチコ						AC		信太奈美 シダナミ						AC		石　川　大　介 イシカワダイスケ

				トレーナー		眞田崇 サナダタカシ						トレーナー								マネ-ジャ-		杉山美穂								トレーナー								トレーナー								トレーナー		廣戸優尊 ヒロトユウソン						トレーナー								トレーナー		三嶽 大輔						トレーナー								トレーナー								トレーナー		原口愛子						トレーナー

				マネ-ジャ-		左東摩子 ヒダリヒガシマコ						マネ-ジャ-		益田涼子 マスダリョウコ						マネ-ジャ-		相川恵里 アイカワエリ								マネ-ジャ-		寺島悦子 テラシマエツコ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		中本有香理 ナカモトユカリ						マネ-ジャ-		長谷川道子 ハセガワミチコ						マネ-ジャ-		齋藤 美佳						マネ-ジャ-		西村あゆみ ニシムラ						マネ-ジャ-		三枝千春						マネ-ジャ-		松田伊代						マネ-ジャ-		岩　佐　望　美 イワサノゾミミ

				マネ-ジャ-		浪川明美 ナミカワアケミ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		反町真理子 ソリマチマリコ								マネ-ジャ-		前田麻美 マエダアサミ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		鳴瀧寛子 ナルタキヒロコ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-								マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		辻融枝						マネ-ジャ-		永盛雅子						マネ-ジャ-		会　　田  　　優 カイタユウ

				マネ-ジャ-		小椋恵美理 オグラエミリ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		水野友貴 ミズノトモキ								マネ-ジャ-		小崎祐美子 コサキユミコ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		片岡裕美 カタオカヒロミ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-								マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		前田瞳						マネ-ジャ-		三木ゆかり ミキ						マネ-ジャ-		名 畑 目 有 香 ナハタケメユウカオリ

				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ

				4		土子大輔 ツチコダイスケ		4				5		柴田悠 シバタ〒		1				4		安直樹 ヤスナオキ		4.0						4		吉原大貴 ヨシハラタイキ		2.5				4		関根純一郎 セキネジュンイチロウ		2				4		山本昌司 ヤマモトマサシ		1		脊損 セキソン		4		志村政一 シムラマサカズ		4				6		小嶋謙 コジマケン		1				4		安田孝志 ヤスダタカシ		4				8		森本哲也 モリモトテツヤ		2				4		斎藤智之		1				4		　　　向　後　寄　夫 ムカイゴヨオット		1.5

				5		宇埜雄太 ウノユウタ		1				6		熊谷悟 クマガイサト		3				5		佐藤大輔 サトウダイスケ		2						5		加藤和徳 カトウカズノリ		3				5		大江淳一朗 オオエジュンイチロウ		1				5		種田敦 タネダアツシ		2		脊損 セキソン		5		三ツ橋建治 ミハシケンジ		1				7		矢守睦 ヤモリムツミ		1.5				5		前野奨 マエノススム		1				5		三枝達哉 サンシタツヤ		3.5				5		永田裕幸		2				5		　　　高　橋　浩　則 タカハシヒロシノリ		2.5

				6		植木隆人 ウエキタカヒト		2				7		矢口敦也 ヤグチアツヤ		1				6		石井康二 イシイコウジ		2.5						6		神谷泰範 カミヤヤスノリ		2				7		盛島良介 モリシマリョウスケ		3				6		中澤英樹 ナカザワヒデキ		2		脊損 セキソン		6		村田哲也 ムラタテツヤ		2				8		園田康典 ソノダヤスノリ		3.5				6		小島慎弥 コジマシンヤ		2.5				9		添田智恵 ソエダトモエ		3.5				7		水本栄喜		2				6		　　　佐　　藤　　 聡 サフジサトシ		1

				7		田中恒一 タナカツネイチ		3				8		太田文武 オオタフミタケ		1.5				7		寺田正晴 テラダマサハル		3.0						7		竹内厚志 タケウチアツシ		3				8		椎名香菜子 シイナカナコ		4.5		Ｋ		8		永島秀徳 ナガシマヒデノリ		4.5		下肢部麻痺 カシブマヒ		7		佐々木勝也 ササキカツヤ		1.5				9		齋藤尚徳 サイトウナオトク		4.5				7		佐藤一 サトウハジメ		3.5				11		前田憲造 マエダケンゾウ		4.5				8		蔵持弘		1				7		　　　豊　　島　　 英 トヨシマエイ		2

				8		坂井大 サカイマサル		2				10		高原健二 タカハラケンジ		2				8		大嶋義昭 オオシマヨシアキ		1.0						8		長谷川康之 ハセガワヤスユキ		2				9		今井悟 イマイサトル		2				10		片岡優世 カタオカユウセイ		1.5		脊損 セキソン		8		岡野憲太郎 オカノケンタロウ		1.5				10		高橋直哉 タカハシナオヤ		4				8		平田博之 ヒラタヒロユキ		2				13		古川和基 フルカワカヅキ		2				9		原田翔平 ハラダショウヘイ		1				8		　　　加　藤　芳　博 カフジヨシヒロシ		3

				9		阿部匡志 アベマサシシ		2				11		中村慶佑 ナカムラケイスケスケ		4.5				9		大曽根佳太 オオゾネケイタ		4.5						9		竹中久雄 タケナカヒサオ		2				10		大嶽智也 オオタケトモヤ		1				11		池透暢 イケトオルチョウ		2.5		切断／左手麻痺 セツダンヒダリテマヒ		10		中嶋仁 ナカジマジン		4.5				11		土屋武司 ツチヤタケシ		4				9		下村徹 シモムラトオル		2.5				12		三橋亨 ミツハシアキラ		1				10		森田俊光		2				9		　　　中　澤　正　人 ナカサワセイジン		4

				10		千脇貢 チワキミツグ		2.5				12		寺尾剛 テラオタケシ		2				10		菊池隆朗		1.0						10		加藤直生 カトウナオキ		1.5				11		及川康弘 オイカワヤスヒロ		2				13		有瀬智寛 アルセトモヒロ		2		脊損 セキソン		11		観音仁 カンノンジン		2				12		中嶋泰生 ナカジマヤスオ		1.5				10		山本尚三郎 ヤマモトショウサブロウ		1.5				14		石川正 イシカワタダシ		2.5				13		篠田匡世		3.5				10		　　　東 海 林 和 幸 ヒガシウミハヤシワサチ		1

				12		徳永征士 トクナガセイシ		2				13		藤沢潔 フジサワキヨシ		2				11		森紀之 モリノリユキ		1.5		CAP				11		早稲田正浩 ワセダマサヒロ		2				13		金子晃大 カネコアキヒロ		2				14		鳴瀧憲高 ナルタキノリタカ		1		脊損 セキソン		12		桜井芳明 サクライヨシアキ		1				13		神保康広 ジンボヤスヒロ		3				11		井坂亮司 イサカリョウジ		4.5				10		三宅智 ミヤケトモ		2				15		青木大		1				11		　　　藤　井　新　悟 フジセイシンゴ		1.5

				13		下村浩之 シモムラヒロユキ		1				14		奥原明男 オクハラアキオ		2				12		菅澤隆雄 スガサワタカオ		4.5						12		白丸文明 シロマルフミアキ		3.5				14		海江田裕紀 ウミエダヒロキ		4.5				15		種田妃美 タネダキミ		1		脊損 セキソン		13		石原正治 イシハラマサハル		4.5				15		石川丈則 イシカワタケノリ		1.5				12		坂本智 サカモトサトル		4												17		大館秀雄		4				12		　　　大　槻　智　志 ダイツキチココロザシ		4

				14		鈴木明将 スズキアキマサ		3.5												13		湯浅剛 ユアサツヨシ		2.0						14		杉浦寿信 スギウラヒサノブ		1				15		角田好雄 ツノダヨシオ		1												14		小野寺章彦 オノデラアキヒコ		1												13		横江翔平 ヨコエショウヘイ		4												19		三元大輔		3.5				13		藤　本　怜　央 フジホンレイヒサシ		4.5

				15		京谷和幸 キョウヤカズユキ		1												14		田仲幸生 タナカユキオ		1.5						15		大島朋彦 オオシマトモヒコ		4				17		吉永晃　 ヨシナガアキラ		3												15		坂田健二 サカタケンジ		2																												20		宮澤厚史		2				14

				16		伊東容臣 イトウヨウオミ		4												15		田中聖一 タナカセイイチ		2.0						16		辰巳晃一 タツミコウイチ		3.5																				18		井藤征世 イトウセイヨ		3																												21		佐藤渉		4.5				15		　　　井　上　郁　美 セイジョウカオルビ		4

				17		太田空 オオタソラ		3												16		池田貴啓 イケダタカヒロ		3.5						18		安藤洋幸 アンドウヒロユキ		1																																																												16		　　　菅　原　志　朗 スガハラココロザシアキラ		1

																				17		及川晋平 オイカワシンペイ		4.5						19		児玉慎也 コダマシンヤ		2																																																												17		　　　五 十 嵐 裕 也 ゴジュウアラシユウナリ		2.5

																				18		西岡尚輝 ニシオカナオキ		2.0																																																																						18		　　　増　渕　倫　巳 ゾウフチリンミ		3

				弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		20		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ				個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		0		個 コ				弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		14		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		4		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		7		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ				個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		0		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		12		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		13		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ				個 コ		健常者のクラス分け持ち点は、４．５とする。また、エントリー時に備考欄にＫを記入する。 ケンジョウシャワモテンジビコウランキニュウ

						４月８日（日） ツキニチニチ		20		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ				個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		0		個 コ						４月８日（日） ツキニチニチ		14		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		0		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		7		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ				個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		0		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		12		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		13		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ				個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		17		個 コ

																																																																																																４月８日（日） ツキニチニチ		17		個 コ





駐車場申し込み

		氏名 シメイ		車種 シャシュ		ナンバー		色 イロ		携帯番号 ケイタイバンゴウ		６日 ニチ		７日 ニチ		埼玉ライオンズ サイタマ

		駒崎和孝 コマザキカズタカ		ボルボ		大宮３４８て５５ オオミヤ		シルバー		090-2669-7489		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		斎藤智之		スバル  レガシィ		大宮  309  め５５５		シルバー		090-7278-1711		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		水本栄喜 ミズモトエイキ		ホンダクロスロード		所沢349 ね55		グレー		090-1111-7274		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		永田裕幸 ナガタヒロユキ		エスクード		所沢306 み8000		白 シロ		080-5671-7654		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		森田俊光		ニッサン　セレナ		春日部３３９ぬ・・２３		白 シロ		0903095-650		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		宮澤厚史		トヨタエスティマ		所沢333 そ20		白 シロ		090-5554-9713		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		蔵持弘 クラモチヒロシ		プレサージュ		春日部３３４り・・３３		白 シロ		090-2677-0172		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		原田翔平 ハラダショウヘイ		トヨタ アイシス		所沢せ343 9		白 シロ		090-7217-2659		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		大館　秀雄		三菱COLT		所沢501め3065		黒		090-2941-9639		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		佐藤　渉		フィット		足立 501 も 5257		黒		080-1821-3910		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		篠田　匡世		トヨタ bB		練馬５３１ つ ９２０		茶 チャ		090-9315-7248		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		三元大輔 ミツゲンダイスケ		マツダMPV		滋賀330　そ35-01		黒		090-6112-8528		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		神谷　泰範 カミヤヤスノリ		トヨタ　ハイエース		名古屋１３０す８３ ナゴヤ		黒 クロ		０９０－３９５３－１３８４						ワールドバスケットボールクラブ

		長谷川　康之 ハセガワヤスユキ		トヨタ　VOXY		三重３３１そ４７ ミエ		白 シロ								ワールドバスケットボールクラブ

		竹中　久雄 タケナカヒサオ		トヨタ　エスティマ		名古屋３３０ち１８０９ ナゴヤ		白 シロ								ワールドバスケットボールクラブ

		早稲田　正浩 ワセダマサヒロ		トヨタ　アルファード		名古屋３０３ま２７０２ ナゴヤ		黒 クロ								ワールドバスケットボールクラブ

		白丸　文明 シロマルフミアキ		日産　エルグランド ニッサン		尾張小牧３０１て５１７ オワリコマキ		白 シロ								ワールドバスケットボールクラブ

		安藤　洋幸 アンドウヒロユキ		トヨタ　アルファード		尾張小牧３３３ろ１１３ オワリコマキ		黒 クロ								ワールドバスケットボールクラブ

		竹内　厚志 タケウチアツシ		トヨタ　ノア		名古屋　　す３４ ナゴヤ		白 シロ								ワールドバスケットボールクラブ

		太田文武 オオタフミタケ		エスティマ				白 シロ				○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		高原健二 タカハラケンジ										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		寺尾　剛 テラオタケシ										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		藤沢　潔 フジサワキヨシ										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		矢口敦也 ヤグチアツヤ										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		熊谷　悟 クマガイサト										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ





参加チーム・選手

		

								東北地区代表 トウホクチクダイヒョウ										東京地区代表 トウキョウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ

						チーム名 メイ		宮城MAX ミヤギ								チーム名 メイ		NO EXCUSE								チーム名 メイ		千葉ホークス チバ								チーム名 メイ		埼玉ライオンズ サイタマ

						監督 カントク		岩佐義明 イワサギメイ								コーチ		及川晋平								監督 カントク		猪田博敏 イノダヒロトシ								監督 カントク		駒崎和孝 コマザキカズタカ

						AC		石川大介 イシカワダイスケ								AC		宮本有里恵								コーチ		菊地哲博 キクチテツヒロ								コーチ		水本栄喜

						マネ-ジャ-		岩佐望美 イワサノゾミミ								マネ-ジャ-		杉山美穂								AC		杉山博 スギヤマヒロシ								AC		信太奈美 シダナミ

						マネ-ジャ-		会田優 カイタユウ								マネ-ジャ-		相川恵里 アイカワエリ								トレーナー		眞田崇 サナダタカシ								トレーナー		原口愛子

						マネ-ジャ-		名畑目有香 ナハタケメユウカオリ								マネ-ジャ-		反町真理子 ソリマチマリコ								マネ-ジャ-		左東摩子 ヒダリヒガシマコ								マネ-ジャ-		松田伊代

																マネ-ジャ-		水野友貴 ミズノトモキ								マネ-ジャ-		浪川明美 ナミカワアケミ								マネ-ジャ-		永盛雅子

																										マネ-ジャ-		小椋恵美理 オグラエミリ								マネ-ジャ-		三木ゆかり ミキ

						選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ

						4		向後寄夫 ムカイゴヨオット		1.5						4		安直樹 ヤスナオキ		4.0						4		土子大輔 ツチコダイスケ		4.0						4		斎藤智之		1.0

						5		高橋浩則 タカハシヒロシノリ		2.5						5		佐藤大輔 サトウダイスケ		2.0						5		宇埜雄太 ウノユウタ		1.0						5		永田裕幸		2.0

						6		佐藤聡 サフジサトシ		1.0						6		石井康二 イシイコウジ		2.5						6		植木隆人 ウエキタカヒト		2.0						7		水本栄喜		2.0

						7		豊島 英 トヨシマエイ		2.0						7		寺田正晴 テラダマサハル		3.0						7		田中恒一 タナカツネイチ		3.0						8		蔵持弘		1.0

						8		加藤芳博 カフジヨシヒロシ		3.0						8		大嶋義昭 オオシマヨシアキ		1.0						8		坂井大 サカイマサル		2.0						9		原田翔平 ハラダショウヘイ		1.0

						9		中澤正人 ナカサワセイジン		4.0						9		大曽根佳太 オオゾネケイタ		4.5						9		阿部匡志 アベマサシシ		2.0						10		森田俊光		2.0

						10		東海林和幸 ヒガシウミハヤシワサチ		1.0						10		菊池隆朗		1.0						10		千脇貢 チワキミツグ		2.5						13		篠田匡世		3.5

						11		藤井新悟 フジセイシンゴ		1.5						11		森紀之 モリノリユキ		1.5						12		徳永征士 トクナガセイシ		2.0						15		青木大		1.0

						12		大槻智志 ダイツキチココロザシ		4.0						12		菅澤隆雄 スガサワタカオ		4.5						13		下村浩之 シモムラヒロユキ		1.0						17		大館秀雄		4.0

						13		藤本怜央 フジホンレイヒサシ		4.5						13		湯浅剛 ユアサツヨシ		2.0						14		鈴木明将 スズキアキマサ		3.5						19		三元大輔		3.5

						15		井上郁美 セイジョウカオルビ		4.0						14		田仲幸生 タナカユキオ		1.5						15		京谷和幸 キョウヤカズユキ		1.0						20		宮澤厚史		2.0

						16		　菅原志朗 スガハラココロザシアキラ		1.0						15		田中聖一 タナカセイイチ		2.0						16		伊東容臣 イトウヨウオミ		4.0						21		佐藤渉		4.5

						17		五十嵐裕也 ゴジュウアラシユウナリ		2.5						16		池田貴啓 イケダタカヒロ		3.5						17		太田空 オオタソラ		3.0

						18		増渕倫巳 ゾウフチリンミ		3.0						17		及川晋平 オイカワシンペイ		4.5

																18		西岡尚輝 ニシオカナオキ		2.0

								関東地区代表 カントウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ

						チーム名 メイ		川崎WSC カワサキ								チーム名 メイ		森本文化風呂商会 モリモトブンカフロショウカイ								チーム名 メイ		パラ神奈川SC カナガワ								チーム名 メイ		SAGAMI FORCE

						コーチ		小野寺章彦 オノデラアキヒコ								監督 カントク		森本哲也 モリモトテツヤ								監督 カントク		中嶋泰生 ナカジマ								監督 カントク		角田好雄

						マネ-ジャ-		長谷川道子 ハセガワミチコ								コーチ		富田謙一 トミタケンイチ								コーチ		金子幸広 カネコユキヒロ

																AC		森本美智子 モリモトミチコ								AC		西川広実 ニシカワヒロミ

																マネ-ジャ-		三枝千春								トレーナー		三嶽 大輔

																マネ-ジャ-		辻融枝								マネ-ジャ-		齋藤 美佳

																マネ-ジャ-		前田瞳

						選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ

						4		志村政一 シムラマサカズ		4.0						8		森本哲也 モリモトテツヤ		2.0						6		小嶋謙 コジマケン		1.0						4		関根純一郎 セキネジュンイチロウ		2.0

						5		三ツ橋建治 ミハシケンジ		1.0						5		三枝達哉 サンシタツヤ		3.5						7		矢守睦 ヤモリムツミ		1.5						5		大江淳一朗 オオエジュンイチロウ		1.0

						6		村田哲也 ムラタテツヤ		2.0						9		添田智恵 ソエダトモエ		3.5						8		園田康典 ソノダヤスノリ		3.5						7		盛島良介 モリシマリョウスケ		3.0

						7		佐々木勝也 ササキカツヤ		1.5						11		前田憲造 マエダケンゾウ		4.5						9		齋藤尚徳 サイトウナオトク		4.5						8		椎名香菜子 シイナカナコ		4.5		健常者 ケンジョウシャ

						8		岡野憲太郎 オカノケンタロウ		1.5						13		古川和基 フルカワカヅキ		2.0						10		高橋直哉 タカハシナオヤ		4.0						9		今井悟 イマイサトル		2.0

						10		中嶋仁 ナカジマジン		4.5						12		三橋亨 ミツハシアキラ		1.0						11		土屋武司 ツチヤタケシ		4.0						10		大嶽智也 オオタケトモヤ		1.0

						11		観音仁 カンノンジン		2.0						14		石川正 イシカワタダシ		2.5						12		中嶋泰生 ナカジマヤスオ		1.5						11		及川康弘 オイカワヤスヒロ		2.0

						12		桜井芳明 サクライヨシアキ		1.0						10		三宅智 ミヤケトモ		2.0						13		神保康広 ジンボヤスヒロ		3.0						13		金子晃大 カネコアキヒロ		2.0

						13		石原正治 イシハラマサハル		4.5																15		石川丈則 イシカワタケノリ		1.5						14		海江田裕紀 ウミエダヒロキ		4.5

						14		小野寺章彦 オノデラアキヒコ		1.0																										15		角田好雄 ツノダヨシオ		1.0

						15		坂田健二 サカタケンジ		2.0																										17		吉永晃　 ヨシナガアキラ		3.0

						18		井藤征世 イトウセイヨ		3.0

								甲信越地区代表 コウシンエツチクダイヒョウ										東海北陸地区代表 トウカイホクリクチクダイヒョウ										近畿地区代表 キンキチクダイヒョウ										四国地区代表 シコクチクダイヒョウ

						チーム名 メイ		長野ＷＢＣ ナガノ								チーム名 メイ		ワールドBBC								チーム名 メイ		LAKE  SHIGA BBC								チーム名 メイ		高知シードラゴンズ コウチ

						コーチ		奥原明男 オクハラアキオ								監督 カントク		小川智樹 オガワトモキ								監督 カントク		大西孝雄 オオニシタカオ								コーチ		木村瑛美 キムラエイミ

						AC		東英恵 アズマハナエ								コーチ		杉浦寿信 スギウラヒサノブ								コーチ		山崎沢香 ヤマザキサワカ								AC		木村優美 キムラユウミ

						マネ-ジャ-		益田涼子 マスダリョウコ								マネ-ジャ-		寺島悦子 テラシマエツコ								AC		前野奨 マエノススム								トレーナー		廣戸優尊 ヒロトユウソン

																マネ-ジャ-		前田麻美 マエダアサミ								マネ-ジャ-		西村あゆみ ニシムラ								マネ-ジャ-		中本有香理 ナカモトユカリ

																マネ-ジャ-		小崎祐美子 コサキユミコ																		マネ-ジャ-		鳴瀧寛子 ナルタキヒロコ

																																				マネ-ジャ-		片岡裕美 カタオカヒロミ

						選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ

						5		柴田悠 シバタ〒		1.0						4		吉原大貴 ヨシハラタイキ		2.5						4		安田孝志 ヤスダタカシ		4.0						4		山本昌司 ヤマモトマサシ		1.0

						6		熊谷悟 クマガイサト		3.0						5		加藤和徳 カトウカズノリ		3.0						5		前野奨 マエノススム		1.0						5		種田敦 タネダアツシ		2.0

						7		矢口敦也 ヤグチアツヤ		1.0						6		神谷泰範 カミヤヤスノリ		2.0						6		小島慎弥 コジマシンヤ		2.5						6		中澤英樹 ナカザワヒデキ		2.0

						8		太田文武 オオタフミタケ		1.5						7		竹内厚志 タケウチアツシ		3.0						7		佐藤一 サトウハジメ		3.5						8		永島秀徳 ナガシマヒデノリ		4.5

						10		高原健二 タカハラケンジ		2.0						8		長谷川康之 ハセガワヤスユキ		2.0						8		平田博之 ヒラタヒロユキ		2.0						10		片岡優世 カタオカユウセイ		1.5

						11		中村慶佑 ナカムラケイスケスケ		4.5						9		竹中久雄 タケナカヒサオ		2.0						9		下村徹 シモムラトオル		2.5						11		池透暢 イケトオルチョウ		2.5

						12		寺尾剛 テラオタケシ		2.0						10		加藤直生 カトウナオキ		1.5						10		山本尚三郎 ヤマモトショウサブロウ		1.5						13		有瀬智寛 アルセトモヒロ		2.0

						13		藤沢潔 フジサワキヨシ		2.0						11		早稲田正浩 ワセダマサヒロ		2.0						11		井坂亮司 イサカリョウジ		4.5						14		鳴瀧憲高 ナルタキノリタカ		1.0

						14		奥原明男 オクハラアキオ		2.0						12		白丸文明 シロマルフミアキ		3.5						12		坂本智 サカモトサトル		4.0						15		種田妃美 タネダキミ		1.0

																14		杉浦寿信 スギウラヒサノブ		1.0						13		横江翔平 ヨコエショウヘイ		4.0

																15		大島朋彦 オオシマトモヒコ		4.0

																16		辰巳晃一 タツミコウイチ		3.5

																18		安藤洋幸 アンドウヒロユキ		1.0

																19		児玉慎也 コダマシンヤ		2.0





参加費弁当注文個数

		

				関東ＣＵＰ　各チーム請求額 カントウカクセイキュウガク

				チーム名 メイ		弁当数 ベントウスウ				弁当代 ベントウダイ		参加費 サンカヒ		請求合計 セイキュウゴウケイ

						７日 ニチ		８日 ニチ

		1		千葉ホークス チバ		20		20		32,000		30,000		62,000

		2		川崎WSC カワサキ		0		0		0		30,000		30,000

		3		ＳＡＧＡＭＩ　ＦＯＲＣＥ		4		0		3,200		30,000		33,200

		4		森本文化風呂商会 モリモトブンカフロショウカイ		13		13		20,800		30,000		50,800

		5		埼玉ライオンズ サイタマ		0		0		0		30,000		30,000

		6		パラ神奈川SC カナガワ		0		0		0		30,000		30,000

		7		NO EXCUSE		0		0		0		30,000		30,000

		8		宮城ＭＡＸ ミヤギ		17		17		27,200		30,000		57,200

		9		ワールド　ＢＢＣ		14		14		22,400		30,000		52,400

		10		長野WBC ナガノ		0		0		0		30,000		30,000

		11		四国シードラゴンズ シコク		7		7		11,200		30,000		41,200

		12		レイク滋賀 シガ		12		12		19,200		30,000		49,200

				合計 ゴウケイ		87		83		136,000		360,000		496,000

				審判 シンパン		17		17

				ＴＯ　		19		19

				ボランティア		7		7

				役員 ヤクイン		2		3

				クラス分け ワ		5		6

				合計 ゴウケイ		137		135		272

						７日 ニチ		８日 ニチ









出場チーム 

大会実行委員 
       選手の持点の意味（クラス分けシステム） 
車椅子バスケットボールの選手には各々障害レベルの重い者の順から
1.0-4.5の持ち点が定められており、試合中コート上の５人の持ち点の
合計が14.0を超えてはなりません。このＨｉｇｈ８選手権は、1.0～2.5ま
での選手で合計が8.0以内で試合をします。 
このクラス分けの目的は、障害の重い選手も軽い選手も等しく試合に
出場するチャンスを与えるためです。仮にこのクラス分け制度がな
かったとすると、障害の軽い選手だけでチームを組むことが可能とな
り、障害の重い選手の出場機会を奪ってしまうことになります。 
クラス分けは車椅子駆動、ドリブル、パス、ボールコントロール、
シュート、リバウンドなどの動作はもとより、車椅子座位における体幹
のバランス能力とボールコントロール範囲に応じて分類されます。この
ように車椅子バスケットボールでは、それぞれのチーム間の公平性も
保っています。 

HC 小林寛明 HC 及川晋平 HC 中川文人

AC 仲野豪 AC 中井健豪 AC 千葉昇

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 坂本彩 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐藤美穂 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山中幸子

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 西村真理子 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 相川恵里 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 柳麻美

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 永山彩夢 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 田村菜々

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 鈴木ゆか

背番号 選手名 持点 備考 背番号 選手名 持点 備考 背番号 選手名 持点 備考

0 伊藤俊之 2.5 4 村上慶太 1.0 5 広海貫二 1.0

1 二ノ宮洋 1.0 5 湯浅剛 1.5 6 森田優 1.0

4 横瀬正樹 2.0 8 大嶋義昭 1.0 8 山崎貴城 1.0 S(0.5)

7 小瀧秋二 1.5 10 菊池隆朗 1.0 12 笹本満芳 2.0

11 神田一幸 1.0 S(0.5) 11 佐藤大輔 2.0 14 千葉昇 2.0

32 長田龍司 2.5 13 森紀之 1.5 S(1.0) 16 中川文人 1.5

14 田仲幸生 1.5 17 西原徹 1.0 S(0.5)

16 仙座北斗 1.0 18 伊藤雄二 2.5

19 木村学 2.5

20 三浦基寿 1.0 S(0.5)

21 関大樹 2.5

監督 HC 川上祥平 監督

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 岩井文香 AC 野下和 HC

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 岩井幸子 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 喜多遥 AC

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

背番号 選手名 持点 備考 背番号 選手名 持点 備考 背番号 選手名 持点 備考

4 竹中久雄 2.0 4 大内秀之 2.5 4 谷口直彦 2.0

6 森泰誠 2.0 8 北間優衣 1.0 5 向山義樹 1.5

9 岩崎大輔 1.0 11 斉藤貴大 1.5 6 末永慶一郎 2.0

10 半田幸司 1.5 14 橋口勇喜 2.0 7 田中功 1.0

13 高田淳一 2.0 S(1.5) 15 谷垣啓 1.0 8 山田和宏 2.0 S(1.5)

15 安田武志 2.0 S(1.5) 16 柴田凌 1.0 9 荒石朋幸 1.5

16 円山真一 2.0 S(1.5) 17 多田翔馬 1.0 10 中川昌紀 1.0

18 川上祥平 2.0 11 山地慎吾 1.0

山田高弘

山田和宏

河本真理子

山田珠理

富山県WBC 伊丹スーパーフェニックス 中国Ｂ選抜

近畿ブロック 中国ブロック

東京ブロック

安田武志

東京ブロック

NOEXCUSE

関東ブロック

ドリーマー横浜湘南 LaVitz（合同チーム）

東海北陸ブロック

実行委員長 高橋俊一郎

副実行員長 常見浩　伊藤俊之　田中恒一　上村知佳

選手評価委員 玉川敏彦　小瀧修

審判委員長員 杉山兼芳

オブザーバー 中嶋泰生

総務委員　　　　　中村多美子　入岡直美

会計委員　 樫崎婦左

大会事務局　 松井昭二

TO委員　 埼玉県立大学（SPREAD）

神奈川県立瀬谷西高校 　

横浜市立横浜商業高校

クラス分け委員 常見浩　青木一平　本多めい　

車椅子修理 オーエックス神奈川


開催要項

		　     　　　　　　　第２回関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会　実施要綱 ダイカイカントウクルマイスタイカイジッシヨウコウ

		１．目  的		この大会は、車椅子使用者がバスケットボールを通じて体力の維持・増強、機能回復等の能力向上を

				図り、明朗快活な性格と協調精神を養い自立更生及び社会参加の一助とすると共に、参加選手間の

				親睦を深め、選手の育成強化及び活性化を目的とします。

		２．名  称		第２回関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会 ダイカイ

		３．開催期間		２０１２年４月７日（土） ９：３０～２０：００　　予選リーグ・エキシビジョンゲーム ツチヨセン

				２０１２年４月８日（日） ９：３０～１７：００　　決勝トーナメントと交流戦 ヒケッショウコウリュウセン

		４．会  場		障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール（メインアリーナ）

				横浜市港北区鳥山町１７５２  ℡．０４５－４７５－２０５０・１

		５．主  催		関東車椅子バスケットボール連盟

		６．共　催 トモモヨオ		横浜市身体障害者団体連合会 ヨコハマシシンタイショウガイシャダンタイレンゴウカイ

		７．主　管 シュカン		関東ＣＵＰ実行委員会 カントウジッコウイインカイ

		８．協  力		障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール

				神奈川県バスケットボール協会　横浜バスケットボール協会

		９．参加費		　３０，０００円を予定 ヨテイ

				　　　＊昼食のお弁当(お茶付)１個、８００円で用意いたします。

		10．参加資格		(1) 関東連盟の選出するチームと選手とする。（健常者の参加も認める） カントウレンメイセンシュツセンシュケンジョウシャサンカミト

		11．競技規則		(1) 日本車椅子バスケットボール連盟発行の「車椅子バスケットボール競技規則」に則る。

				(2) 健常者選手エントリーする場合は、クラスは４．５とする。 ケンジョウシャセンシュバアイ

		12．競技方法		(1) １日目に４ブロック(１ブロック・３チーム)の予選リーグを行い、各ブロック１位の４チームが２日目の決勝

				　 　トーナメントに進む。各ブロックの２位、３位チームについては２日目に交流戦を行う。

				(2) 全試合４クオーター制で行なう。但し、休憩時間を短縮して行なう場合もあります。　

				(3) 組合せは、関東ＣＵＰ実行委員会により厳選なる抽選を行い決定いたします。 カントウ

				　　抽選結果は、２０１２年３月１日までにご連絡いたします。

		13．競技上の注意		(1) ユニホームは、1回戦のみ組合せ表の若い番号のチームが淡色とし、ベンチは、オフィシャル席に

				　  向かって右側とする。2回戦以降のユニホームは、両チームの話し合いにより決めて良いものとする。

				(2) 背番号は、自然数なら何番でも構いません。但し、数字の寸法はルール通りとします。

				(3) ベンチに入れる人数は、監督1名、コーチ1名、アシスタントコーチ1名、トレーナー1名、マネージャー３名、選手１５名の メイ

				計２２名とする。

		14．申込期限		２０１２年３月１日（木）までに≪メール・ｆａｘのいずれかで申し込みください≫ モク

				　　　　　　関東ＣＵＰ実行委員会〔事務局〕 カントウ

				エントリー申込先　 高橋俊一郎　

						〒 370-0041 高崎市東貝沢町４－４－１　								　ＴＥＬ　０９０－３５１６－２３００

								　ＦＡＸ　０２７－３６３－５６００						E-mail  syun1@gaea.ocn.ne.jp

		15．参加チーム サンカ		関東ブロック：千葉ホークス、埼玉ライオンズ、川崎ＷＳＣ、森本文化風呂商会、、パラ神奈川ＳＣ、SAGAMI　FORCE カントウチバサイタマカワサキモリモトブンカフロショウカイカナガワ

		　　　（１２チーム）		他ブロック選出：宮城ＭＡＸ、長野ＷＢＣ、ワールドＢＢＣ、高知シードラゴンズ、東京１チーム（２月１６日予選して決定） タセンシュツミヤギナガノコウチトウキョウツキニチヨセンケッテイ

		16.宿泊と駐車場 シュクハクチュウシャジョウ		宿泊は各チームで手配してください。（新横浜駅付近のホテルが近いです。） シュクハクカクテハイシンヨコハマエキフキンチカ

				駐車場について、駐車スペースの関係から、各チームともなるべく、乗り合わせでお願いします。 チュウシャジョウチュウシャカンケイカクノアネガ

				なお、広くなっている車椅子スペース駐車場にも、２台を駐車していただきますようお願いします。 ヒロクルマイスチュウシャジョウダイチュウシャネガ

																				以上 イジョウ





予算

				　第２回関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会

				　　収支予算書 シュウシヨサンショ

				収入の部 シュウニュウブ

				科目 カモク				金額 キンガク		備考(内訳等） ビコウウチワケトウ

				関東連盟補助金 カントウレンメイホジョキン				121,000		関東連盟用より カントウレンメイヨウ

				参加費 サンカヒ				360,000		参加チーム3万円×12チーム サンカマンエン

				協賛金 キョウサンキン				0		これからスポンサー企業を募る キギョウツノ

				収入合計 シュウニュウゴウケイ				481,000

				支出の部 シシュツブ

				科目 カモク				金額 キンガク		備考（内訳等） ビコウウチワケトウ

				諸謝金

						審判員		180,000		１日目：　　名　２日目：　　　名　２日分審判・会場整備等を含む ニチメメイニチメメイカイジョウ

						クラス分け		8,000		２名×２,０００円×２日分 メイ

						競技役員 キョウギヤクイン		100,000		２日間２０名　競技役員TO・選手補助員　　　　　　 ニチカンメイ

				食料費

						弁当・飲料		80,000		弁当+飲料代円×１００名分（２日間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（スタッフ、審判、ＴＯ弁当） ベントウインリョウダイエンメイブンカン

				消耗経費

						消耗品		2,000		大会準備備品・ゲームスコアー用紙・封筒・ボラ名札・賞状・ゴミ袋等 タイカイジュンビビヒンナフダショウジョウフクロ

						会場使用料と看板代 カンバンダイ		80,000		2日分体育館、会議室、看板代、プログラム、プラカード作成代 ブンサクセイダイ

				役務的経費

						通信連絡費		500		郵便料、通信費  郵送料等

						雑費		10,000		車椅子修理班謝礼　５０００円×１名×2日分 クルマイスシュウリハンシャレイエンメイニチブン

				その他

						大会運営委員会		500		運営委員会開催経費 資料コピー代他 シリョウダイホカ

						表彰関係費		20,000		賞状・ボール2個（賞品） コ

				支出合計 シシュツゴウケイ				481,000





エントリー用紙

				第２回関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会エントリー用紙 ダイカイカントウクルマイスタイカイヨウシ								３月１日（木）締め切り ツキニチモクシキ

				チーム名 メイ

				連絡先携帯 レンラクサキケイタイ

				監督 カントク

				コーチ

				AC

				トレーナー

				マネ-ジャ-

				マネ-ジャ-

				マネ-ジャ-

				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

				健常者のクラス分け持ち点は、４．５とする。また、エントリー時に備考欄にＫを記入する。 ケンジョウシャワモテンジビコウランキニュウ

				弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ				個 コ

						４月８日（日） ツキニチニチ				個 コ

				弁当注文なしの場合は、横浜ラポール内の食堂も利用できます。 ベントウチュウモンバアイヨコハマナイショクドウリヨウ

				メール連絡先　 レンラクサキ		syun1@gaea.ocn.ne.jp

				　関東ブロック会長　高橋俊一郎　携帯電話　０９０－３５１６－２３００





組合せ・スケジュール等

																		b10		a10																予選リーグＡ　３位 ヨセンイ

				予選リーグＣ ヨセン																														予選リーグ・３位交流戦 ヨセンイコウリュウセン				a7

				ﾁｰﾑ名 メイ		千葉ホークス チバ		ＬＡＫＥ　ＳＨＩＧＡ		川崎ＷＳＣ カワサキ																								　☆準決勝 ジュンケッショウ		予選リーグＢ　３位 ヨセンイ

				千葉ホークス チバ				b４		b5				予選リーグＣ　1位 ヨセンイ																				予選リーグ・２位交流戦 ヨセンイコウリュウセン

				ＬＡＫＥ　ＳＨＩＧＡ		b4				b6																								　 ☆決勝戦･３位決定戦 ケッショウセンイケッテイセン

				川崎ＷＳＣ カワサキ		b5		b6																												予選リーグＣ　３位 ヨセンイ

																b8																						b7





駐車場利用・弁当変更用紙

		

				　　第２回　関東ＣＵＰ車椅子バスケットボール大会エントリー用紙 ダイカイ

				横浜ラポール駐車場宿泊利用、弁当の申込表 ヨコハマチュウシャジョウシュクハクリヨウベントウモウシコミヒョウ

						３月１８日（土）締切 ツチ

				チーム名 メイ

				代表者携帯 ダイヒョウシャケイタイ										駐車場利用○を記入 チュウシャジョウリヨウキニュウ

				氏名 シメイ		車種 シャシュ		ナンバー		色 イロ		携帯番号 ケイタイバンゴウ		６日 ニチ		７日 ニチ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

				弁当の注文数再確認 ベントウチュウモンスウサイカクニン		４月７日（土） ツキニチツチ						個 コ

						４月８日（日） ツキニチニチ						個 コ

						メール連絡先　 レンラクサキ		syun1@gaea.ocn.ne.jp

						　関東ブロック会長　高橋俊一郎　携帯電話　０９０－３５１６－２３００ カントウカイチョウタカハシシュンイチロウケイタイデンワ





エントリー

		

				チーム名 メイ		千葉ホークス チバ						チーム名 メイ		長野ＷＢＣ ナガノ						チーム名 メイ		NO EXCUSE								チーム名 メイ		ワールドバスケットボールクラブ						チーム名 メイ		SAGAMI FORCE						チーム名 メイ		高知シードラゴンズ コウチ						チーム名 メイ		川崎WSC カワサキ						チーム名 メイ		パラ神奈川スポーツクラブ カナガワ						チーム名 メイ		ＬＡＫＥＳＨＩＧＡバスケットボールクラブ						チーム名 メイ		森本文化風呂商会 モリモトブンカフロショウカイ						チーム名 メイ		埼玉ライオンズ サイタマ						チーム名 メイ		宮城MAX ミヤギ

				連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		090-9326-3581						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		090-8853-5037						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		宮本有里恵 : 090-2734-7369								連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		０９０－３９５３－１３８４						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		及川康弘　090 3498 7339 オイカワヤスヒロ						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		０９０－３７８３－３１９５						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		０９０－８８０４－４２５８						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		090-8590-8101						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		①佐藤　080-1452-7165
②安田　090-4283-1726 サトウヤスダ						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		080-1067-8173						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		090-2669-7489						連絡先携帯 レンラクサキケイタイ		０８０－６０１６－２８８７（岩佐） イワサ

				監督 カントク		猪田博敏 イノダヒロトシ						監督 カントク								監督 カントク										監督 カントク		小川智樹 オガワトモキ						監督 カントク		角田好雄						監督 カントク								監督 カントク								監督 カントク		中嶋泰生 ナカジマ						監督 カントク		大西孝雄 オオニシタカオ						監督 カントク		森本哲也 モリモトテツヤ						監督 カントク		駒崎和孝 コマザキカズタカ						監督 カントク		岩　佐　義　明 イワサギメイ

				コーチ		菊地哲博 キクチテツヒロ						コーチ		奥原明男 オクハラアキオ						コーチ		及川晋平								コーチ		杉浦寿信 スギウラヒサノブ						コーチ								コーチ		木村瑛美 キムラエイミ						コーチ		小野寺章彦 オノデラアキヒコ						コーチ		金子幸広 カネコユキヒロ						コーチ		山崎沢香 ヤマザキサワカ						コーチ		富田謙一 トミタケンイチ						コーチ		水本栄喜						コーチ

				AC		杉山博 スギヤマヒロシ						AC		東英恵 アズマハナエ						AC		宮本有里恵								AC								AC								AC		木村優美 キムラユウミ						AC								AC		西川広実 ニシカワヒロミ						AC		前野奨 マエノススム						AC		森本美智子 モリモトミチコ						AC		信太奈美 シダナミ						AC		石　川　大　介 イシカワダイスケ

				トレーナー		眞田崇 サナダタカシ						トレーナー								マネ-ジャ-		杉山美穂								トレーナー								トレーナー								トレーナー		廣戸優尊 ヒロトユウソン						トレーナー								トレーナー		三嶽 大輔						トレーナー								トレーナー								トレーナー		原口愛子						トレーナー

				マネ-ジャ-		左東摩子 ヒダリヒガシマコ						マネ-ジャ-		益田涼子 マスダリョウコ						マネ-ジャ-		相川恵里 アイカワエリ								マネ-ジャ-		寺島悦子 テラシマエツコ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		中本有香理 ナカモトユカリ						マネ-ジャ-		長谷川道子 ハセガワミチコ						マネ-ジャ-		齋藤 美佳						マネ-ジャ-		西村あゆみ ニシムラ						マネ-ジャ-		三枝千春						マネ-ジャ-		松田伊代						マネ-ジャ-		岩　佐　望　美 イワサノゾミミ

				マネ-ジャ-		浪川明美 ナミカワアケミ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		反町真理子 ソリマチマリコ								マネ-ジャ-		前田麻美 マエダアサミ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		鳴瀧寛子 ナルタキヒロコ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-								マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		辻融枝						マネ-ジャ-		永盛雅子						マネ-ジャ-		会　　田  　　優 カイタユウ

				マネ-ジャ-		小椋恵美理 オグラエミリ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		水野友貴 ミズノトモキ								マネ-ジャ-		小崎祐美子 コサキユミコ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		片岡裕美 カタオカヒロミ						マネ-ジャ-								マネ-ジャ-								マネ-ジャ-								マネ-ジャ-		前田瞳						マネ-ジャ-		三木ゆかり ミキ						マネ-ジャ-		名 畑 目 有 香 ナハタケメユウカオリ

				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ		選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持ち点 モテン		備考（健常者はＫを記入） ビコウケンジョウシャキニュウ

				4		土子大輔 ツチコダイスケ		4				5		柴田悠 シバタ〒		1				4		安直樹 ヤスナオキ		4.0						4		吉原大貴 ヨシハラタイキ		2.5				4		関根純一郎 セキネジュンイチロウ		2				4		山本昌司 ヤマモトマサシ		1		脊損 セキソン		4		志村政一 シムラマサカズ		4				6		小嶋謙 コジマケン		1				4		安田孝志 ヤスダタカシ		4				8		森本哲也 モリモトテツヤ		2				4		斎藤智之		1				4		　　　向　後　寄　夫 ムカイゴヨオット		1.5

				5		宇埜雄太 ウノユウタ		1				6		熊谷悟 クマガイサト		3				5		佐藤大輔 サトウダイスケ		2						5		加藤和徳 カトウカズノリ		3				5		大江淳一朗 オオエジュンイチロウ		1				5		種田敦 タネダアツシ		2		脊損 セキソン		5		三ツ橋建治 ミハシケンジ		1				7		矢守睦 ヤモリムツミ		1.5				5		前野奨 マエノススム		1				5		三枝達哉 サンシタツヤ		3.5				5		永田裕幸		2				5		　　　高　橋　浩　則 タカハシヒロシノリ		2.5

				6		植木隆人 ウエキタカヒト		2				7		矢口敦也 ヤグチアツヤ		1				6		石井康二 イシイコウジ		2.5						6		神谷泰範 カミヤヤスノリ		2				7		盛島良介 モリシマリョウスケ		3				6		中澤英樹 ナカザワヒデキ		2		脊損 セキソン		6		村田哲也 ムラタテツヤ		2				8		園田康典 ソノダヤスノリ		3.5				6		小島慎弥 コジマシンヤ		2.5				9		添田智恵 ソエダトモエ		3.5				7		水本栄喜		2				6		　　　佐　　藤　　 聡 サフジサトシ		1

				7		田中恒一 タナカツネイチ		3				8		太田文武 オオタフミタケ		1.5				7		寺田正晴 テラダマサハル		3.0						7		竹内厚志 タケウチアツシ		3				8		椎名香菜子 シイナカナコ		4.5		Ｋ		8		永島秀徳 ナガシマヒデノリ		4.5		下肢部麻痺 カシブマヒ		7		佐々木勝也 ササキカツヤ		1.5				9		齋藤尚徳 サイトウナオトク		4.5				7		佐藤一 サトウハジメ		3.5				11		前田憲造 マエダケンゾウ		4.5				8		蔵持弘		1				7		　　　豊　　島　　 英 トヨシマエイ		2

				8		坂井大 サカイマサル		2				10		高原健二 タカハラケンジ		2				8		大嶋義昭 オオシマヨシアキ		1.0						8		長谷川康之 ハセガワヤスユキ		2				9		今井悟 イマイサトル		2				10		片岡優世 カタオカユウセイ		1.5		脊損 セキソン		8		岡野憲太郎 オカノケンタロウ		1.5				10		高橋直哉 タカハシナオヤ		4				8		平田博之 ヒラタヒロユキ		2				13		古川和基 フルカワカヅキ		2				9		原田翔平 ハラダショウヘイ		1				8		　　　加　藤　芳　博 カフジヨシヒロシ		3

				9		阿部匡志 アベマサシシ		2				11		中村慶佑 ナカムラケイスケスケ		4.5				9		大曽根佳太 オオゾネケイタ		4.5						9		竹中久雄 タケナカヒサオ		2				10		大嶽智也 オオタケトモヤ		1				11		池透暢 イケトオルチョウ		2.5		切断／左手麻痺 セツダンヒダリテマヒ		10		中嶋仁 ナカジマジン		4.5				11		土屋武司 ツチヤタケシ		4				9		下村徹 シモムラトオル		2.5				12		三橋亨 ミツハシアキラ		1				10		森田俊光		2				9		　　　中　澤　正　人 ナカサワセイジン		4

				10		千脇貢 チワキミツグ		2.5				12		寺尾剛 テラオタケシ		2				10		菊池隆朗		1.0						10		加藤直生 カトウナオキ		1.5				11		及川康弘 オイカワヤスヒロ		2				13		有瀬智寛 アルセトモヒロ		2		脊損 セキソン		11		観音仁 カンノンジン		2				12		中嶋泰生 ナカジマヤスオ		1.5				10		山本尚三郎 ヤマモトショウサブロウ		1.5				14		石川正 イシカワタダシ		2.5				13		篠田匡世		3.5				10		　　　東 海 林 和 幸 ヒガシウミハヤシワサチ		1

				12		徳永征士 トクナガセイシ		2				13		藤沢潔 フジサワキヨシ		2				11		森紀之 モリノリユキ		1.5		CAP				11		早稲田正浩 ワセダマサヒロ		2				13		金子晃大 カネコアキヒロ		2				14		鳴瀧憲高 ナルタキノリタカ		1		脊損 セキソン		12		桜井芳明 サクライヨシアキ		1				13		神保康広 ジンボヤスヒロ		3				11		井坂亮司 イサカリョウジ		4.5				10		三宅智 ミヤケトモ		2				15		青木大		1				11		　　　藤　井　新　悟 フジセイシンゴ		1.5

				13		下村浩之 シモムラヒロユキ		1				14		奥原明男 オクハラアキオ		2				12		菅澤隆雄 スガサワタカオ		4.5						12		白丸文明 シロマルフミアキ		3.5				14		海江田裕紀 ウミエダヒロキ		4.5				15		種田妃美 タネダキミ		1		脊損 セキソン		13		石原正治 イシハラマサハル		4.5				15		石川丈則 イシカワタケノリ		1.5				12		坂本智 サカモトサトル		4												17		大館秀雄		4				12		　　　大　槻　智　志 ダイツキチココロザシ		4

				14		鈴木明将 スズキアキマサ		3.5												13		湯浅剛 ユアサツヨシ		2.0						14		杉浦寿信 スギウラヒサノブ		1				15		角田好雄 ツノダヨシオ		1												14		小野寺章彦 オノデラアキヒコ		1												13		横江翔平 ヨコエショウヘイ		4												19		三元大輔		3.5				13		藤　本　怜　央 フジホンレイヒサシ		4.5

				15		京谷和幸 キョウヤカズユキ		1												14		田仲幸生 タナカユキオ		1.5						15		大島朋彦 オオシマトモヒコ		4				17		吉永晃　 ヨシナガアキラ		3												15		坂田健二 サカタケンジ		2																												20		宮澤厚史		2				14

				16		伊東容臣 イトウヨウオミ		4												15		田中聖一 タナカセイイチ		2.0						16		辰巳晃一 タツミコウイチ		3.5																				18		井藤征世 イトウセイヨ		3																												21		佐藤渉		4.5				15		　　　井　上　郁　美 セイジョウカオルビ		4

				17		太田空 オオタソラ		3												16		池田貴啓 イケダタカヒロ		3.5						18		安藤洋幸 アンドウヒロユキ		1																																																												16		　　　菅　原　志　朗 スガハラココロザシアキラ		1

																				17		及川晋平 オイカワシンペイ		4.5						19		児玉慎也 コダマシンヤ		2																																																												17		　　　五 十 嵐 裕 也 ゴジュウアラシユウナリ		2.5

																				18		西岡尚輝 ニシオカナオキ		2.0																																																																						18		　　　増　渕　倫　巳 ゾウフチリンミ		3

				弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		20		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ				個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		0		個 コ				弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		14		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		4		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		7		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ				個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		0		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		12		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		13		個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ				個 コ		健常者のクラス分け持ち点は、４．５とする。また、エントリー時に備考欄にＫを記入する。 ケンジョウシャワモテンジビコウランキニュウ

						４月８日（日） ツキニチニチ		20		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ				個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		0		個 コ						４月８日（日） ツキニチニチ		14		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		0		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		7		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ				個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		0		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		12		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ		13		個 コ				４月８日（日） ツキニチニチ				個 コ		弁当の注文数 ベントウチュウモンスウ		４月７日（土） ツキニチツチ		17		個 コ

																																																																																																４月８日（日） ツキニチニチ		17		個 コ





駐車場申し込み

		氏名 シメイ		車種 シャシュ		ナンバー		色 イロ		携帯番号 ケイタイバンゴウ		６日 ニチ		７日 ニチ		埼玉ライオンズ サイタマ

		駒崎和孝 コマザキカズタカ		ボルボ		大宮３４８て５５ オオミヤ		シルバー		090-2669-7489		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		斎藤智之		スバル  レガシィ		大宮  309  め５５５		シルバー		090-7278-1711		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		水本栄喜 ミズモトエイキ		ホンダクロスロード		所沢349 ね55		グレー		090-1111-7274		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		永田裕幸 ナガタヒロユキ		エスクード		所沢306 み8000		白 シロ		080-5671-7654		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		森田俊光		ニッサン　セレナ		春日部３３９ぬ・・２３		白 シロ		0903095-650		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		宮澤厚史		トヨタエスティマ		所沢333 そ20		白 シロ		090-5554-9713		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		蔵持弘 クラモチヒロシ		プレサージュ		春日部３３４り・・３３		白 シロ		090-2677-0172		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		原田翔平 ハラダショウヘイ		トヨタ アイシス		所沢せ343 9		白 シロ		090-7217-2659		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		大館　秀雄		三菱COLT		所沢501め3065		黒		090-2941-9639		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		佐藤　渉		フィット		足立 501 も 5257		黒		080-1821-3910		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		篠田　匡世		トヨタ bB		練馬５３１ つ ９２０		茶 チャ		090-9315-7248		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		三元大輔 ミツゲンダイスケ		マツダMPV		滋賀330　そ35-01		黒		090-6112-8528		○		○		埼玉ライオンズ サイタマ

		神谷　泰範 カミヤヤスノリ		トヨタ　ハイエース		名古屋１３０す８３ ナゴヤ		黒 クロ		０９０－３９５３－１３８４						ワールドバスケットボールクラブ

		長谷川　康之 ハセガワヤスユキ		トヨタ　VOXY		三重３３１そ４７ ミエ		白 シロ								ワールドバスケットボールクラブ

		竹中　久雄 タケナカヒサオ		トヨタ　エスティマ		名古屋３３０ち１８０９ ナゴヤ		白 シロ								ワールドバスケットボールクラブ

		早稲田　正浩 ワセダマサヒロ		トヨタ　アルファード		名古屋３０３ま２７０２ ナゴヤ		黒 クロ								ワールドバスケットボールクラブ

		白丸　文明 シロマルフミアキ		日産　エルグランド ニッサン		尾張小牧３０１て５１７ オワリコマキ		白 シロ								ワールドバスケットボールクラブ

		安藤　洋幸 アンドウヒロユキ		トヨタ　アルファード		尾張小牧３３３ろ１１３ オワリコマキ		黒 クロ								ワールドバスケットボールクラブ

		竹内　厚志 タケウチアツシ		トヨタ　ノア		名古屋　　す３４ ナゴヤ		白 シロ								ワールドバスケットボールクラブ

		太田文武 オオタフミタケ		エスティマ				白 シロ				○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		高原健二 タカハラケンジ										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		寺尾　剛 テラオタケシ										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		藤沢　潔 フジサワキヨシ										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		矢口敦也 ヤグチアツヤ										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ

		熊谷　悟 クマガイサト										○		○		長野ＷＢＣ ナガノ





参加チーム・選手

		

								東北地区代表 トウホクチクダイヒョウ										東京地区代表 トウキョウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ

						チーム名 メイ		宮城MAX ミヤギ								チーム名 メイ		NO EXCUSE								チーム名 メイ		千葉ホークス チバ								チーム名 メイ		埼玉ライオンズ サイタマ

						監督 カントク		岩佐義明 イワサギメイ								コーチ		及川晋平								監督 カントク		猪田博敏 イノダヒロトシ								監督 カントク		駒崎和孝 コマザキカズタカ

						AC		石川大介 イシカワダイスケ								AC		宮本有里恵								コーチ		菊地哲博 キクチテツヒロ								コーチ		水本栄喜

						マネ-ジャ-		岩佐望美 イワサノゾミミ								マネ-ジャ-		杉山美穂								AC		杉山博 スギヤマヒロシ								AC		信太奈美 シダナミ

						マネ-ジャ-		会田優 カイタユウ								マネ-ジャ-		相川恵里 アイカワエリ								トレーナー		眞田崇 サナダタカシ								トレーナー		原口愛子

						マネ-ジャ-		名畑目有香 ナハタケメユウカオリ								マネ-ジャ-		反町真理子 ソリマチマリコ								マネ-ジャ-		左東摩子 ヒダリヒガシマコ								マネ-ジャ-		松田伊代

																マネ-ジャ-		水野友貴 ミズノトモキ								マネ-ジャ-		浪川明美 ナミカワアケミ								マネ-ジャ-		永盛雅子

																										マネ-ジャ-		小椋恵美理 オグラエミリ								マネ-ジャ-		三木ゆかり ミキ

						選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ

						4		向後寄夫 ムカイゴヨオット		1.5						4		安直樹 ヤスナオキ		4.0						4		土子大輔 ツチコダイスケ		4.0						4		斎藤智之		1.0

						5		高橋浩則 タカハシヒロシノリ		2.5						5		佐藤大輔 サトウダイスケ		2.0						5		宇埜雄太 ウノユウタ		1.0						5		永田裕幸		2.0

						6		佐藤聡 サフジサトシ		1.0						6		石井康二 イシイコウジ		2.5						6		植木隆人 ウエキタカヒト		2.0						7		水本栄喜		2.0

						7		豊島 英 トヨシマエイ		2.0						7		寺田正晴 テラダマサハル		3.0						7		田中恒一 タナカツネイチ		3.0						8		蔵持弘		1.0

						8		加藤芳博 カフジヨシヒロシ		3.0						8		大嶋義昭 オオシマヨシアキ		1.0						8		坂井大 サカイマサル		2.0						9		原田翔平 ハラダショウヘイ		1.0

						9		中澤正人 ナカサワセイジン		4.0						9		大曽根佳太 オオゾネケイタ		4.5						9		阿部匡志 アベマサシシ		2.0						10		森田俊光		2.0

						10		東海林和幸 ヒガシウミハヤシワサチ		1.0						10		菊池隆朗		1.0						10		千脇貢 チワキミツグ		2.5						13		篠田匡世		3.5

						11		藤井新悟 フジセイシンゴ		1.5						11		森紀之 モリノリユキ		1.5						12		徳永征士 トクナガセイシ		2.0						15		青木大		1.0

						12		大槻智志 ダイツキチココロザシ		4.0						12		菅澤隆雄 スガサワタカオ		4.5						13		下村浩之 シモムラヒロユキ		1.0						17		大館秀雄		4.0

						13		藤本怜央 フジホンレイヒサシ		4.5						13		湯浅剛 ユアサツヨシ		2.0						14		鈴木明将 スズキアキマサ		3.5						19		三元大輔		3.5

						15		井上郁美 セイジョウカオルビ		4.0						14		田仲幸生 タナカユキオ		1.5						15		京谷和幸 キョウヤカズユキ		1.0						20		宮澤厚史		2.0

						16		　菅原志朗 スガハラココロザシアキラ		1.0						15		田中聖一 タナカセイイチ		2.0						16		伊東容臣 イトウヨウオミ		4.0						21		佐藤渉		4.5

						17		五十嵐裕也 ゴジュウアラシユウナリ		2.5						16		池田貴啓 イケダタカヒロ		3.5						17		太田空 オオタソラ		3.0

						18		増渕倫巳 ゾウフチリンミ		3.0						17		及川晋平 オイカワシンペイ		4.5

																18		西岡尚輝 ニシオカナオキ		2.0

								関東地区代表 カントウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ										関東地区代表 カントウチクダイヒョウ

						チーム名 メイ		川崎WSC カワサキ								チーム名 メイ		森本文化風呂商会 モリモトブンカフロショウカイ								チーム名 メイ		パラ神奈川SC カナガワ								チーム名 メイ		SAGAMI FORCE

						コーチ		小野寺章彦 オノデラアキヒコ								監督 カントク		森本哲也 モリモトテツヤ								監督 カントク		中嶋泰生 ナカジマ								監督 カントク		角田好雄

						マネ-ジャ-		長谷川道子 ハセガワミチコ								コーチ		富田謙一 トミタケンイチ								コーチ		金子幸広 カネコユキヒロ

																AC		森本美智子 モリモトミチコ								AC		西川広実 ニシカワヒロミ

																マネ-ジャ-		三枝千春								トレーナー		三嶽 大輔

																マネ-ジャ-		辻融枝								マネ-ジャ-		齋藤 美佳

																マネ-ジャ-		前田瞳

						選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ

						4		志村政一 シムラマサカズ		4.0						8		森本哲也 モリモトテツヤ		2.0						6		小嶋謙 コジマケン		1.0						4		関根純一郎 セキネジュンイチロウ		2.0

						5		三ツ橋建治 ミハシケンジ		1.0						5		三枝達哉 サンシタツヤ		3.5						7		矢守睦 ヤモリムツミ		1.5						5		大江淳一朗 オオエジュンイチロウ		1.0

						6		村田哲也 ムラタテツヤ		2.0						9		添田智恵 ソエダトモエ		3.5						8		園田康典 ソノダヤスノリ		3.5						7		盛島良介 モリシマリョウスケ		3.0

						7		佐々木勝也 ササキカツヤ		1.5						11		前田憲造 マエダケンゾウ		4.5						9		齋藤尚徳 サイトウナオトク		4.5						8		椎名香菜子 シイナカナコ		4.5		健常者 ケンジョウシャ

						8		岡野憲太郎 オカノケンタロウ		1.5						13		古川和基 フルカワカヅキ		2.0						10		高橋直哉 タカハシナオヤ		4.0						9		今井悟 イマイサトル		2.0

						10		中嶋仁 ナカジマジン		4.5						12		三橋亨 ミツハシアキラ		1.0						11		土屋武司 ツチヤタケシ		4.0						10		大嶽智也 オオタケトモヤ		1.0

						11		観音仁 カンノンジン		2.0						14		石川正 イシカワタダシ		2.5						12		中嶋泰生 ナカジマヤスオ		1.5						11		及川康弘 オイカワヤスヒロ		2.0

						12		桜井芳明 サクライヨシアキ		1.0						10		三宅智 ミヤケトモ		2.0						13		神保康広 ジンボヤスヒロ		3.0						13		金子晃大 カネコアキヒロ		2.0

						13		石原正治 イシハラマサハル		4.5																15		石川丈則 イシカワタケノリ		1.5						14		海江田裕紀 ウミエダヒロキ		4.5

						14		小野寺章彦 オノデラアキヒコ		1.0																										15		角田好雄 ツノダヨシオ		1.0

						15		坂田健二 サカタケンジ		2.0																										17		吉永晃　 ヨシナガアキラ		3.0

						18		井藤征世 イトウセイヨ		3.0

								甲信越地区代表 コウシンエツチクダイヒョウ										東海北陸地区代表 トウカイホクリクチクダイヒョウ										近畿地区代表 キンキチクダイヒョウ										四国地区代表 シコクチクダイヒョウ

						チーム名 メイ		長野ＷＢＣ ナガノ								チーム名 メイ		ワールドBBC								チーム名 メイ		LAKE  SHIGA BBC								チーム名 メイ		高知シードラゴンズ コウチ

						コーチ		奥原明男 オクハラアキオ								監督 カントク		小川智樹 オガワトモキ								監督 カントク		大西孝雄 オオニシタカオ								コーチ		木村瑛美 キムラエイミ

						AC		東英恵 アズマハナエ								コーチ		杉浦寿信 スギウラヒサノブ								コーチ		山崎沢香 ヤマザキサワカ								AC		木村優美 キムラユウミ

						マネ-ジャ-		益田涼子 マスダリョウコ								マネ-ジャ-		寺島悦子 テラシマエツコ								AC		前野奨 マエノススム								トレーナー		廣戸優尊 ヒロトユウソン

																マネ-ジャ-		前田麻美 マエダアサミ								マネ-ジャ-		西村あゆみ ニシムラ								マネ-ジャ-		中本有香理 ナカモトユカリ

																マネ-ジャ-		小崎祐美子 コサキユミコ																		マネ-ジャ-		鳴瀧寛子 ナルタキヒロコ

																																				マネ-ジャ-		片岡裕美 カタオカヒロミ

						選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ				選手背番号 センシュセバンゴウ		氏名 シメイ		持点 モテン		備考 ビコウ

						5		柴田悠 シバタ〒		1.0						4		吉原大貴 ヨシハラタイキ		2.5						4		安田孝志 ヤスダタカシ		4.0						4		山本昌司 ヤマモトマサシ		1.0

						6		熊谷悟 クマガイサト		3.0						5		加藤和徳 カトウカズノリ		3.0						5		前野奨 マエノススム		1.0						5		種田敦 タネダアツシ		2.0

						7		矢口敦也 ヤグチアツヤ		1.0						6		神谷泰範 カミヤヤスノリ		2.0						6		小島慎弥 コジマシンヤ		2.5						6		中澤英樹 ナカザワヒデキ		2.0

						8		太田文武 オオタフミタケ		1.5						7		竹内厚志 タケウチアツシ		3.0						7		佐藤一 サトウハジメ		3.5						8		永島秀徳 ナガシマヒデノリ		4.5

						10		高原健二 タカハラケンジ		2.0						8		長谷川康之 ハセガワヤスユキ		2.0						8		平田博之 ヒラタヒロユキ		2.0						10		片岡優世 カタオカユウセイ		1.5

						11		中村慶佑 ナカムラケイスケスケ		4.5						9		竹中久雄 タケナカヒサオ		2.0						9		下村徹 シモムラトオル		2.5						11		池透暢 イケトオルチョウ		2.5

						12		寺尾剛 テラオタケシ		2.0						10		加藤直生 カトウナオキ		1.5						10		山本尚三郎 ヤマモトショウサブロウ		1.5						13		有瀬智寛 アルセトモヒロ		2.0

						13		藤沢潔 フジサワキヨシ		2.0						11		早稲田正浩 ワセダマサヒロ		2.0						11		井坂亮司 イサカリョウジ		4.5						14		鳴瀧憲高 ナルタキノリタカ		1.0

						14		奥原明男 オクハラアキオ		2.0						12		白丸文明 シロマルフミアキ		3.5						12		坂本智 サカモトサトル		4.0						15		種田妃美 タネダキミ		1.0

																14		杉浦寿信 スギウラヒサノブ		1.0						13		横江翔平 ヨコエショウヘイ		4.0

																15		大島朋彦 オオシマトモヒコ		4.0

																16		辰巳晃一 タツミコウイチ		3.5

																18		安藤洋幸 アンドウヒロユキ		1.0

																19		児玉慎也 コダマシンヤ		2.0





参加費弁当注文個数

		

				関東ＣＵＰ　各チーム請求額 カントウカクセイキュウガク

				チーム名 メイ		弁当数 ベントウスウ				弁当代 ベントウダイ		参加費 サンカヒ		請求合計 セイキュウゴウケイ

						７日 ニチ		８日 ニチ

		1		千葉ホークス チバ		20		20		32,000		30,000		62,000

		2		川崎WSC カワサキ		0		0		0		30,000		30,000

		3		ＳＡＧＡＭＩ　ＦＯＲＣＥ		4		0		3,200		30,000		33,200

		4		森本文化風呂商会 モリモトブンカフロショウカイ		13		13		20,800		30,000		50,800

		5		埼玉ライオンズ サイタマ		0		0		0		30,000		30,000

		6		パラ神奈川SC カナガワ		0		0		0		30,000		30,000

		7		NO EXCUSE		0		0		0		30,000		30,000

		8		宮城ＭＡＸ ミヤギ		17		17		27,200		30,000		57,200

		9		ワールド　ＢＢＣ		14		14		22,400		30,000		52,400

		10		長野WBC ナガノ		0		0		0		30,000		30,000

		11		四国シードラゴンズ シコク		7		7		11,200		30,000		41,200

		12		レイク滋賀 シガ		12		12		19,200		30,000		49,200

				合計 ゴウケイ		87		83		136,000		360,000		496,000

				審判 シンパン		17		17

				ＴＯ　		19		19

				ボランティア		7		7

				役員 ヤクイン		2		3

				クラス分け ワ		5		6

				合計 ゴウケイ		137		135		272

						７日 ニチ		８日 ニチ









スポーツの明日を応援する 
 「JALネクストアスリート・マイル」にご協力を！ 
 

 JAL は、日本をはじめ世界中に勇気を与え、夢や希望を
届けることができるスポーツのさらなる振興、および将来
のスポーツ界を担う若手アスリートのチャレンジをサポート
することを目的として、展開をしているスポーツの明日を応
援する「JAL ネクストアスリート・マイル」に、一般社団法
人日本車椅子バスケットボール連盟が2014 年11 月２７ 日
より追加されました。皆様のご協力をお願いします。 
 
ホームページ ⇒ http://www.jal.co.jp/next-athlete/ 
 

本大会速報も続々更新していきますので、応援をよろしくお願いします 

 関東車椅子バスケットボール連盟はフェイスブックを始めました  

  
             
 
 
                           
                  
 

   株式会社ソーゴー特別協賛           

        

   第６回関東カップ車椅子バスケットボール大会  
            
    日程 ２０１７年４月８日～９日（土・日） 

   場所 さいたま市記念総合体育館 （さいたま市桜区道場４－３－１）                

 

   日本の強豪チームの男子１２チームと女子４チームが出場予定 
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