
■ボールハンドリング　平均29点　[歴代最高：40点]

梶原　大輝 積志小 小4 木曜 U-10

渥美　優楓 岩田小 小4 木曜 U-12

丹羽　巧 篠原小 小5 月曜 U-12

石橋　永遠 積志小 小5 木曜 U-12

平本　愛純 豊岡小 小5 木曜 U-12

鈴木　大稀 与進小 小6 木曜 U-15

鈴木　舜介 与進小 小6 木曜 U-15

村井　亮太 三方原中 中1 木曜 U-15

山田　育杜 雄踏中 中2 火曜 U-15

木村　壮一 蜆塚中 中2 火曜 U-15

村上　竜也 曳馬中 中2 木曜 U-15

鈴木　海成 与進小 小2 木曜 U-12

刑部　隆 篠原小 小4 月曜 U-12

清水　音旺 西都台小 小5 月曜 U-12

村井　菜々美 三方原小 小5 木曜 U-12

中島　健斗 与進北小 小6 木曜 U-15

■右ドリブル　平均29点　[歴代最高：40点]

中島　健斗 与進北小 小6 木曜 U-15

鈴木　舜介 与進小 小6 木曜 U-15

高谷　瑠海 大瀬小 小4 火曜 U-12

村井　亮太 三方原中 中1 木曜 U-15

村上　竜也 曳馬中 中2 木曜 U-15

丹羽　巧 篠原小 小5 月曜 U-12

大久保　涼 豊岡小 小6 木曜 U-15

■左ドリブル　平均28点　[歴代最高：40点]

秋元　孝哉 富塚中 中2 火曜 U-15

村上　竜也 曳馬中 中2 木曜 U-15

38点 山田　育杜 雄踏中 中2 火曜 U-15

飯島　未琉 蒲小 小6 火曜 U-12

7位 167点 河合　拓真 内野小 小4 木曜U-10 大久保　涼 豊岡小 小6 木曜 U-15

7位 167点 秋元　孝哉 富塚中 中2 火曜U-15 鈴木　舜介 与進小 小6 木曜 U-15

9位 164点 三井　勇一郎 蒲小 小4 火曜U-12

9位 164点 中島　健斗 与進北小 小6 木曜U-15 ■ジグザグドリブル　平均26点　[歴代最高：42点]

39点 村上　竜也 曳馬中 中2 木曜 U-15

37点 大竹　草太 和地小 小4 木曜 U-12

大久保　涼 豊岡小 小6 木曜 U-15

村井　亮太 三方原中 中1 木曜 U-15

35点 鈴木　舜介 与進小 小6 木曜 U-15

■ゴール下連続シュート　平均6.0本　[歴代最高：16本]

佐藤　蒼汰 内野小 小4 木曜 U-10

河合　拓真 内野小 小4 木曜 U-10

石橋　永遠 積志小 小5 木曜 U-12

渥美　優楓 岩田小 小4 木曜 U-12

小池　颯 神久呂小 小5 月曜 U-12

小澤　璃子 浜松東小 小6 土曜 U-12

鈴木　海成 与進小 小2 木曜 U-12

7位 155点 市原　菫 佐藤小 小4 火曜U-12 岩田　亜花里 佐藤小 小3 火曜 U-12

7位 155点 桒原　可奈 三方原小 小6 木曜U-15 大塚　彩音 佐藤小 小5 火曜 U-12

7位 155点 小澤　璃子 浜松東小 小6 土曜U-12 駒月　胡太郎 与進北小 小5 木曜 U-12

10位 153点 加藤　さくら 伊佐見小 小5 土曜U-12

■5本連続フリースロー　平均2.4本　[歴代最高：5本]

大谷　斗輝 南の星小 小1 月曜 U-10

北野　杏純 豊岡小 小2 木曜 U-10

大原　伊織 曳馬小 小2 火曜 U-10

中村　陽向 相生小 小2 火曜 U-10

岩本　美月 佐藤小 小3 火曜 U-10

木下　武紗志 内野小 小3 木曜 U-10

杉田　佳久 入野小 小3 土曜 U-10

尾林　瑞樹 蒲小 小4 火曜 U-10

佐藤　央 蒲小 小4 火曜 U-10

大野　峻輔 鴨江小 小4 土曜 U-10

秋元　佑斗 富塚西小 小4 火曜 U-12

鳥井　美里 曳馬小 小5 火曜 U-12

安田　咲希 佐藤小 小5 火曜 U-12

加藤　さくら 伊佐見小 小5 土曜 U-12
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歴代総合最高得点 185点歴代総合最高得点 185点歴代総合最高得点 185点歴代総合最高得点 185点

鈴木敦貴鈴木敦貴鈴木敦貴鈴木敦貴（中2）[平成25年12月]（中2）[平成25年12月]（中2）[平成25年12月]（中2）[平成25年12月]

次回のスキルアップコンテスト次回のスキルアップコンテスト次回のスキルアップコンテスト次回のスキルアップコンテスト

平成26年6月2日（月）～7日（土）予定平成26年6月2日（月）～7日（土）予定平成26年6月2日（月）～7日（土）予定平成26年6月2日（月）～7日（土）予定
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３月スキルアップコンテスト結果発表３月スキルアップコンテスト結果発表３月スキルアップコンテスト結果発表３月スキルアップコンテスト結果発表

村上　竜也村上　竜也村上　竜也村上　竜也 曳馬中曳馬中曳馬中曳馬中 木曜Ｕ-15木曜Ｕ-15木曜Ｕ-15木曜Ｕ-15

■男子総合　上位10名　（153名）

175点175点175点175点

【参加】　217名217名217名217名 【平均得点】　130点130点130点130点

【期間】　平成26年2月25日（火）～3月8日（土）平成26年2月25日（火）～3月8日（土）平成26年2月25日（火）～3月8日（土）平成26年2月25日（火）～3月8日（土）
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■女子総合　上位10名　（64名）

5位 168点

バスケットボールスクール2014　全員参加型バスケットボールスクール2014　全員参加型バスケットボールスクール2014　全員参加型バスケットボールスクール2014　全員参加型
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3位 157点

大久保　涼大久保　涼大久保　涼大久保　涼 豊岡小豊岡小豊岡小豊岡小

本末　海月

岩田　亜花里 佐藤小

村井　亮太
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大塚　彩音 佐藤小 小5 火曜U-12
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小5 火曜U-125位 156点 安田　咲希 佐藤小

鈴木　咲香 鴨江小


