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内閣総理大臣杯争奪 
第４６回日本車いすバスケットボール選手権大会  
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組合わせ 

 各ブロックで勝利した４チームが、第46回日
本車いすバスケットボール選手権大会東日本
第２次予選会の出場権の切符を手にする。 
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10：00～11：30

2月10日（土）

時間 コート
8：30～9：30 コート準備

開会式

15：00～16：30

9：30～9：45

閉会式

11：30～13：00

13：30～15：00

16：30～16：50

                                   ごあいさつ          

                           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 

 内閣総理大臣杯争奪第4６回日本車いすバスケットボール選手権大会が、５月に武蔵野の森総合スポーツ
プラザで開催されます。この関東地区予選会は第46回日本車いすバスケットボール選手権大会東日本第２
次予選会に出場する代表４チームを決定する重要な大会です。この予選会から熱い戦いを繰り広げていただ
き、本大会での優勝を目指し、各チームとも全力を尽くしてほしいと願っています。また、昨年１０月に中国北
京市で行われた世界選手権アジアオセアニア予選会では、日本男子チームが３位となりました。この大会に
も関東からも４名の選手が日本代表選手として活躍してくれました。この関東地区予選でも世界レベルのプ
レーをご披露いただけることを期待しています。最後に参加各チームの健闘を期待するとともに、この予選会
を準備いただいた群馬マジックと安中市バスケットボール協会と大会にご支援いただく安中総合学園高校と
あんなかネットボールクラブの皆様へ御礼を申し上げ、挨拶とさせていただきます。 
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チーム名 埼玉ライオンズ チーム名 千葉ホークス チーム名 チーム名 栃木レイカーズ
監督 駒崎和孝 監督 杉山浩 監督 監督 大塚弘之

コーチ 森田俊光 コーチ 猪田博敏 コーチ コーチ 大塚弘之

AC 蔵持弘 AC 田中恒一 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小野梢 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 半澤利江

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 永盛雅子 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山下小百合 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 生駒広美

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 荒木薫子 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 谷田部栞 トレナー ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 阿久津瑞季

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 亀田史帆 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 屋愛 選手 氏名 持点 選手 氏名 持点

トレナー 山名智也 トレナー 神田元春 1 園田康典 3.5 4 髙松義伸 4.0

選手 氏名 持点 選手 氏名 持点 2 鳥海連志 2.5 5 三村龍 3.0

00 篠田匡世 3.5 3 川原凛 1.5 6 小嶋謙 1.0 6 二階堂敬 4.0

6 森若知輝 3.0 5 宇埜雄太 1.0 7 古澤拓也 3.0 8 永島幸介 3.5

7 原田翔平 1.0 8 坂井大 2.0 9 西村元樹 4.0 9 大森亜紀子 2.0 W

8 永田裕幸 2.0 11 清水健悟 2.5 11 土屋武司 4.0 10 原田剛 2.0

9 赤石竜我 2.5 12 久世征士 2.0 12 矢守睦 1.5 11 湯田崇太 4.5

10 森田俊光 2.0 14 中島憲吾 2.0 14 鈴木百萌子 4.0 W 12 加藤昌敬 1.0

15 古川諒 1.0 17 添田智恵 3.5 W 15 石川丈則 1.5 13 有田一也 1.0

17 大館秀雄 4.0 20 村上慶太 1.0 16 下村浩之 1.0 14 増渕倫巳 3.0

18 蔵持弘 1.0 21 山口健二 4.5 15 稲葉彩 3.0 W

30 藤澤潔 2.0 22 植木隆人 2.0 16 大貫章裕 1.0

26 緋田高大 1.0 17 間下裕基 1.0

35 天羽勝彦 2.5

91 伊東容臣 4.0

チーム名 湘南ＳＣ チーム名 相模FORCE チーム名 川崎ＷＳＣ チーム名 H-IMPROVE
監督 松井昭二 監督 及川康弘 監督 小野寺章彦 監督 渡辺孝

コーチ 山崎泰雄 コーチ 椎名香菜子 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 横幕絵里 コーチ 渡辺広子

AC 松井昭二 AC 坪龍司 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 齋藤美佳 AC 鈴木理恵

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 岩崎佳子 選手 氏名 持点 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小倉百合 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 羽田光佑

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 髙木美野 1 高橋賢司 1.5 選手 氏名 持点 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 橋本夏生

選手 氏名 持点 3 栗原勇二 2.5 4 志村政一 4.0 選手 氏名 持点

4 山崎泰雄 1.5 4 熊谷昌飛 3.5 6 山崎佳菜子 4.5 W 4 横田政治 2.5

5 三枝達哉 3.5 6 山崎英樹 2.0 7 佐々木勝也 1.0 5 鈴木陽介 1.0

6 岩崎雄也 2.0 7 盛島良介 3.0 8 岡野憲太郎 1.5 6 古舘孝次郎 4.5

7 長田龍司 2.5 11 及川康弘 2.0 10 中嶋仁 4.5 7 吉川隆 3.0

9 小瀧秋二 1.5 13 金子晃大 2.5 14 小野寺章彦 1.0 9 浅井直人 2.5

10 門倉淳 2.0 20 今井悟 2.0 15 坂田健二 2.0 11 渡辺孝 1.5

11 四条海 3.0 16 中村嘉代 1.0 W 13 丸山靖 2.5

14 濱崎宏 1.0

15 松井昭二 2.0

チーム名 T-ROCKETS チーム名 群馬マジック 大会役員 審判員

コーチ 小柳尚貴 監督 小貫重吉 高橋俊一郎 杉山兼芳

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小柳明世 コーチ 森田貴之 多胡英子 清宮太郎

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 松尾愛美 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 筑井みずほ 松元健

選手 氏名 持点 選手 氏名 持点 クラス分委員 立田裕志

4 西野則幸 4.5 4 高木伸久 2.0 常見浩 岸良太郎

5 寺門和也 1.0 5 町村幸夫 1.0 青木一平 齋藤登

6 松本亘 1.0 6 中村亜弘 2.5 本多めい 神直和

7 西住空也 2.0 8 筑井卯月 1.0 樫﨑婦左 中村陽子

8 大石祐二郎 3.0 9 関野山好宏 4.0 秋山里歩 稲垣藍

13 菅谷彰宏 4.5 10 森田貴之 2.0 鈴木由里子 四方田麻菜美

11 小林実 1.5 大原章太郎

14 池田紘平 4.5 市毛晴美

15 山本和弘 4.0 テーブルオフィシャル 長沼秀明

16 羽鳥正敏 2.0 安中総合学園高校バスケットボール部

あんなかネットボールクラブ

　　Wの印は女子選手です。

試合中のコートの選手の５人の持ち点は合計１４点以内、女子選手が出場する場合には、コート上に１人
いるときは、５人の持ち点の合計１４点（上限）に１.５を加算し、コート上に２人いるときは３.０を加算
する。ただし、コート上の女子選手の出場は、２人までとする。

パラ神奈川ＳＣ
中嶋泰生

金子幸広

黒川風里

田中優人

参加チーム及び大会役員 
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