
神奈川県Ｕ15バスケットボールリーグ2022　★男子
【訂正版】 2022/5/7

チーム1 チーム2 チーム3 チーム4 責任者チーム 責任者

ｍ01 4
横浜ビー・コルセアーズ
U15B

川崎市立稲田中学校 HADANO EARTH 横浜市立豊田中学校
横浜ビー・コルセアーズ
U15B

京　希健

ｍ02 4 小田原市立千代中学校 Rising-K U15ブレイブサンダーズ 横浜市立原中学校 小田原市立千代中学校 星野　靖仁

ｍ03 4 横須賀市立長沢中学校 横浜市立上郷中学校
横浜ビー・コルセアーズ
U15A

Gratus 横須賀市立長沢中学校 岸上　哲大

ｍ04 4 横浜市立十日市場中学校 川崎市立御幸中学校 EBINA REXERS AMBITION YOKOHAMA 横浜市立十日市場中学校 平野　雄大

ｍ05 4 厚木市立厚木中学校 横浜市立横浜吉田中学校 RamperU15A Yokohama Team One 厚木市立厚木中学校 小井出　仁

ｍ06 4 横浜市立金沢中学校 basketballciub minmin AMTRAS 川崎市立南菅中学校 横浜市立金沢中学校 小泉　厚

ｍ07 4 横浜市立田奈中学校 PLAYTIME横浜A 川崎市立西中原中学校 RamperU15B 横浜市立田奈中学校 佐藤　仁紀

ｍ08 4 藤沢市立大庭中学校
横浜ビー・コルセアーズ
U14A

横浜市立笹下中学校 横浜エクセレンスU15 藤沢市立大庭中学校 山城　貴志

ｍ09 4 横浜市立樽町中学校 相模原市立相模台中学校 YokosukaBBC　NEXUS-A SIMON BASKETBALL LABO 横浜市立樽町中学校 飯田　雅也

ｍ10 4 横浜市立芹が谷中学校 川崎市立東橘中学校 HARBOR
横浜ビー・コルセアーズ
U14B

横浜市立芹が谷中学校 熊澤　祥真

ｍ11 4 横浜市立日吉台中学校 川崎市立中野島中学校 横浜市立富岡中学校 bj ACADEMY CROWN 横浜市立日吉台中学校 加茂　英介

ｍ12 4 横浜市立六角橋中学校 寒川町立旭が丘中学校 横須賀市立追浜中学校 横浜市立中山中学校 横浜市立六角橋中学校 田中　啓太

ｍ13 4 横浜市立中川西中学校 YokosukaBBC　NEXUS-B 藤沢市立鵠沼中学校 横浜市立仲尾台中学校 横浜市立中川西中学校 古井　葉子

ｍ14 4 横浜市立谷本中学校 川崎市立臨港中学校 横須賀学院中学校 KAMAKURA SOLMAR 横浜市立谷本中学校 杉本　香乃



チーム1 チーム2 チーム3 チーム4 責任者チーム 責任者

ｍ15 4 横浜市立万騎が原中学校 川崎市立川中島中学校 横浜市立名瀬中学校
横浜ビー・コルセアーズ
U13B

横浜市立万騎が原中学校 児玉　芳樹

ｍ16 4 横浜市立深谷中学校 鎌倉市立腰越中学校 川崎市立南大師中学校 Lusty 横浜市立深谷中学校 長浜　翼

ｍ17 4 川崎市立野川中学校 横浜市立岩崎中学校 RamperU13 相模原市立上溝中学校 川崎市立野川中学校 澤地　博史

ｍ18 4 厚木市立荻野中学校 横浜市立大正中学校 伊勢原市立中沢中学校
U14川崎
ブレイブサンダーズ

厚木市立荻野中学校 馬場　昌史

ｍ19 4 相模原市立大野南中学校 横浜市立釜利谷中学校 藤沢市立明治中学校
U15川崎
ブレイブサンダーズクラブ

相模原市立大野南中学校 遠藤　竜也

ｍ20 4 横浜市立橘中学校 横浜市立奈良中学校 横浜市立森中学校 横浜EXクラブ 横浜市立橘中学校 中野　一輝

ｍ21 4 寒川町立寒川中学校
神奈川スーパーソニックス
U15アルファ

横浜市立川和中学校 三浦S＆C 寒川町立寒川中学校 知念　里緒

ｍ22 4 川崎市立菅中学校 横浜市立都田中学校 藤沢市立羽鳥中学校 大磯町立国府中学校 川崎市立菅中学校 津田　圭太

ｍ23 4
横浜市立西金沢学園
義務教育学校

横浜市立上菅田中学校 海老名市立海西中学校 PLAYTIME横浜B 横浜市立西金沢学園 義務教育学校 尾澤　夏希

ｍ24 4 横浜市立いずみ野中学校 YMTC 相模原市立大野北中学校 小田原市立鴨宮中学校 横浜市立いずみ野中学校 柳下　直也

ｍ25 4 相模原市立中野中学校 鎌倉グリズリーズ 横浜市立南瀬谷中学校 横浜市立緑ヶ丘中学校 相模原市立中野中学校 吉田　一貴

ｍ26 4 横浜市立下瀬谷中学校
横浜市立領家中学校
RYOKE BBC

桐光学園中学校 横浜市立美しが丘中学校 横浜市立下瀬谷中学校 高瀬　寛之

横浜市立岡津中学校 横浜市立東永谷中学校
横浜ビー・コルセアーズ
U13A

横浜市立港中学校 横浜市立西本郷中学校 スペリエット小田原

ｍ27 6 横浜市立岡津中学校 五十嵐　真



神奈川県Ｕ15バスケットボールリーグ2022　★女子
【訂正版】 2022/5/7

チーム1 チーム2 チーム3 チーム4 責任者チーム 運営責任者

f01 4 Yokohama　Fiesta
U15川崎
ブレイブサンダーズ

横浜市立名瀬中学校 横浜市立緑が丘中学校 Yokohama　Fiesta 左近　友一郎

f02 4 横浜市立笹下中学校 アステム湘南アヴェニール gratus 相模女子大学中学部A 横浜市立笹下中学校 斉藤　美紀

f03 4 横浜市立中川西中学校 ミニドックス AMBITION YOKOHAMA 川崎市立西中原中学校 横浜市立中川西中学校 中野　亮

f04 4 横浜市立岩崎中学校
横浜ビー・コルセアーズ
U15

横浜市立戸塚中学校 Break Force 横浜市立岩崎中学校 高比良　幸洋

f05 4 横浜市立藤の木中学校 Ramper 横浜市立中山中学校 bj ACADEMY CROWN 横浜市立藤の木中学校 鈴木　哲哉

f06 4 横浜市立金沢中学校 Yokohama Team One 相模原市立上溝南中学校
U14川崎
ブレイブサンダーズ

横浜市立金沢中学校 鈴木　智貴

f07 4 横浜市立田奈中学校 横浜市立六角橋中学校 横浜市立豊田中学校 HADANO EARTH 横浜市立田奈中学校 川上　寛治

f08 4 横浜市立深谷中学校 小田原市立千代中学校 EBINA INFINITY PLAYTIME 横浜市立深谷中学校 田山　良一

f09 4 横浜市立仲尾台中学校 横浜市立森中学校 茅ヶ崎市立中島中学校 SHONAN Blaze 横浜市立仲尾台中学校 竹花　泰

f10 4 横浜市立茅ヶ崎中学校 川崎市立南菅中学校 鎌倉グリズリーズ 小田原市立城南中学校 横浜市立茅ヶ崎中学校 高橋　理似

f11 4 横浜市立十日市場中学校 横浜市立万騎が原中学校 桐光学園中学校 横須賀市立長沢中学校 横浜市立十日市場中学校 小林　俊介

f12 4 寒川町立旭が丘中学校 横浜市立川和中学校 川崎市立菅中学校 横須賀学院中学校 寒川町立旭が丘中学校 中島　寛喜

f13 4 横浜市立富岡中学校 川崎市立長沢中学校 横浜市立南瀬谷中学校 basketballciub minmin 横浜市立富岡中学校 青木　啓

f14 4
横浜市立西金沢学園
義務教育学校

神奈川スーパーソニックス
U15ゼータ

横浜市立奈良中学校 横浜市立橘中学校 横浜市立西金沢学園 義務教育学校 葉山　雄一



チーム1 チーム2 チーム3 チーム4 責任者チーム 運営責任者

f15 4 相模原市立大野台中学校 川崎市立東橘中学校 横浜市立芹が谷中学校 藤沢市立羽鳥中学校 相模原市立大野台中学校 金塚　弘紀

f16 4 横浜市立美しが丘中学校 川崎市立南大師中学校 横浜市立上郷中学校 bee 横浜市立美しが丘中学校 南川　遼

f17 4 横浜市立原中学校 横浜市立西本郷中学校
横浜ビー・コルセアーズ
U14

YokosukaBBC NEXUS 横浜市立原中学校 菊池　明日香

f18 4 Lusty 横浜市立保土ヶ谷中学校 横浜市立下瀬谷中学校 相模原市立鵜野森中学校 Lusty 岸本　厚美

f19 4 鎌倉市立腰越中学校
横浜市立領家中学校
RYOKE BBC

AMTRAS VamoS U15 SOL 鎌倉市立腰越中学校 中野　哲哉

f20 4 横浜市立岡野中学校 座間市立東中学校 相模女子大学中学部B KAMAKURA SOLMAR 横浜市立岡野中学校 岡田　成人

f21 4 横浜市立いずみ野中学校 藤沢市立明治中学校 湘南白百合学園中学校 横浜市立岡津中学校 横浜市立いずみ野中学校 竹内　一美

横浜市立樽町中学校
横浜ビー・コルセアーズ
U13

厚木市立厚木中学校

横浜市立都田中学校 伊勢原市立中沢中学校 横浜市立飯島中学校

f22 6 横浜市立樽町中学校 濱松　賢

神奈川県Ｕ15バスケットボールリーグ2022 リーグ戦運営責任者会議 開催について

日時 ２０２２年 ５月 ７日（土）１８：００～

場所 横浜市西地区センター・西公会堂 １号会議室 横浜市西区岡野１－６－４１ 045-320-7733

内容 ・Ｕ15リーグ2022 運営責任者の役割について

・参加費、運営費の徴収及び支出について

・会場確保、日程調整、日程及び結果のまとめ、ＨＰ掲載の依頼 
等

※この会議後、具体的な日程・会場ついては、運営責任者が連絡調整を行います。

※参加チームは、運営責任者と連絡を取り、確認してください。

（一社）神奈川県バスケットボール協会Ｕ15部会長岸部宜文 TEL 080-5957-1007


