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第１７回 HIGH8選手権大会 
関東ブロック予選会結果  

  日程： ２０１７年８月１９日 （土） 
              横浜ラポールアリーナ 障害者スポーツ文化センター 

                               横浜市港北区鳥山町1752 
 

    大会メインスポンサー： ネッツトヨタ湘南株式会社 
     主催：一般社団法人関東車椅子バスケットボール連盟 共催：横浜市身体障害者団体連合会 
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１２月に開催される本大会への出場が下記の6チームに決定しました。 
    千葉ホークス 埼玉ライオンズ 神奈川県 
    ZEROYOKOHAMA 群馬マジック WINFIN 
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私たちは一般社団法人関東車椅子バスケットボール連盟の活動を応援しています
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出場チーム

選手の持点の意味（クラス分けシステム）は、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。

チーム名 チーム名
コーチ 高橋俊一郎 監督

AC 筑井みずほ コーチ
マネ-ジャ- 唐沢布美子 AC
マネ-ジャ- 樫崎婦左 トレーナ

マネ-ジャ-
マネ-ジャ-
選手背番号 氏名 持点 備考

選手背番号 氏名 持点 備考 4 山崎泰雄 1.5 S(1.0)
4 高木伸久 2.0 6 岩崎雄也 2.0
5 町村幸夫 1.0 7 長田龍司 2.5
6 中村亜弘 2.5 9 小瀧秋二 1.5
7 森田貴之 2.0 S(1.5) 10 門倉淳 2.0
8 筑井卯月 1.0 11 高橋賢司 1.5
11 小林実 1.5 14 濱崎宏 1.0 S(0.5)
12 高橋俊一郎 2.0 S(1.5) 15 栗原勇二 2.5
16 羽鳥正敏 2.0

チーム名 チーム名 WINFIN
監督 コーチ 添田由美子
コーチ 横瀬正樹 AC 添田智恵

AC 仲野豪 マネ-ジャ- 木村茂
マネ-ジャ- 田近祐子
マネ-ジャ- 坂本彩
マネ-ジャ- 小林寛明
選手背番号 氏名 持点 備考 選手背番号 氏名 持点 備考

0 伊藤俊之 2.5 5 岡本直子 2.0 W(1.0)
1 二ノ宮洋 1.0 6 川上理恵 1.0 W(1.0)
4 横瀬正樹 2.0 8 原田恵 1.0 W(1.0)
7 松本章伸 1.5 9 志田恵利子 4.5 W(3.0)
11 神田一幸 1.0 S(0.5) 10 石川優衣 1.5 W(1.0)
12 加瀬英樹 2.5 11 中村恵美子 4.0 W(3.0)

17 古矢千尋 1.5 W(1.0)
19 添田智恵 3.5 W(2.0)
20 山田美保 1.0 W(1.0)

岩崎佳子
髙木美野

ZEROYOKOHAMA

群馬マジック 湘南スポーツクラブ
松井昭二
山崎泰雄
三枝達哉
四条海

このＨＩＧＨ８選手権大会のみの特別ルール

(１) 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 】

(2) 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 】

(3) 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 】



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。

ネッツトヨタ湘南 PRESENTS 第１７回 H i g h 8 選 手 権 大 会
関 東 ブ ロ ッ ク 予 選 会 組 み 合 わ せ と 対 戦 ス ケ ジ ュ ー ル

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/

ＨＩＧＨ８大会の見どころ

このＨＩＧＨ８大会は、世界に通用するローポインター選手の育成、強化を目的としています。通常の車椅子バスケッ
トボールのルールでは、コート上の5人の持ち点の合計を14点以内で行います。このＨＩＧＨ８は、その合計持ち点の
最高を8点と制限し、1.0～2.5点の選手を対象とした大会になります。この大会を勝ち抜くためには、チームワークと
戦術が重要なキーになります。この関東ブロック予選会に続き、全国の強豪チームが集結し今年の１２月１６～１７日に
本大会が行われます。前回は宮城ＭＡＸと千葉ホークスが決勝にコマを進め、宮城ＭＡＸが４連覇を果たしています。王
者の宮城ＭＡＸを倒すチームが現れるかが見どころになります。また、毎年、若い選手の成長が見られる楽しみな大会で
もあります。

各リーグ戦の上位2チームが12月の本大会への出場権を獲得します

内容 時間 コート

会場準備 9:30

第１試合 10:00～11:30 Ａ１　Ｂ１

体験会
第２試合 12:30～14:00 Ａ２　Ｂ２

会場片付け 14:00

予選会については、開会式・閉会式は行いません
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