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11340 田臥 勇太 栃木ブレックス 11927 馬場 雄大 アルバルク東京 10674 富樫 勇樹 千葉ジェッツ 8992 アイラ・ブラウン 琉球ゴールデンキングス

8269 田中 大貴 アルバルク東京 8200 竹内 譲次 アルバルク東京 7260 篠山 竜青 川崎ブレイブサンダース 8613 須田 侑太郎 琉球ゴールデンキングス

4829 田口 成浩 秋田ノーザンハピネッツ 7557 竹内 公輔 栃木ブレックス 6740 宇都 直輝 富山グラウジーズ 7728 張本 天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

4437 川村 卓也 横浜ビー・コルセアーズ 6793 熊谷 尚也 大阪エヴェッサ 5637 比江島 慎 シーホース三河 7329 古川 孝敏 琉球ゴールデンキングス

4285 折茂 武彦 レバンガ北海道 5805 ライアン・ロシター 栃木ブレックス 5000 大塚 裕土 富山グラウジーズ 7074 ニック・ファジーカス川崎ブレイブサンダース

3827 山内 盛久 サンロッカーズ渋谷 5088 喜多川 修平 栃木ブレックス 4816 岸本 隆一 琉球ゴールデンキングス 5822 西川 貴之 シーホース三河

3715 多嶋 朝飛 レバンガ北海道 4946 桜井 良太 レバンガ北海道 3557 辻 直人 川崎ブレイブサンダース 5403 桜木 ジェイアール シーホース三河

2635 ベンドラメ 礼生 サンロッカーズ渋谷 3998 白濱 僚祐 秋田ノーザンハピネッツ 3067 五十嵐 圭 新潟アルビレックスBB 5099 小野 龍猛 千葉ジェッツ

2257 田渡 凌 横浜ビー・コルセアーズ 3414 永吉 佑也 京都ハンナリーズ 3043 金丸 晃輔 シーホース三河 3384 ハッサン・マーティン琉球ゴールデンキングス

2247 安藤 誓哉 アルバルク東京 3385 アンソニー・マクヘンリー 信州ブレイブウォリアーズ 2676 津山 尚大 琉球ゴールデンキングス 3370 ダバンテ・ガードナー新潟アルビレックスBB

2120 中山 拓哉 秋田ノーザンハピネッツ 3162 ロバート・サクレ サンロッカーズ渋谷 2133 並里 成 滋賀レイクスターズ 3227 上江田 勇樹 富山グラウジーズ

2020 遠藤 祐亮 栃木ブレックス 3059 太田 敦也 三遠ネオフェニックス 1225 二ノ宮 康平 琉球ゴールデンキングス 3013 田代 直希 琉球ゴールデンキングス

1623 長谷川 智也 サンロッカーズ渋谷 2898 谷口 大智 秋田ノーザンハピネッツ 1169 橋本 竜馬 シーホース三河 2938 小原 翼 富山グラウジーズ

1221 岡田　優介 京都ハンナリーズ 2803 比留木 謙司 三遠ネオフェニックス 1120 藤井 祐眞 川崎ブレイブサンダース 2118 長谷川 技 川崎ブレイブサンダース

1214 関野 剛平 レバンガ北海道 2638 満原 優樹 サンロッカーズ渋谷 1102 城宝 匡史 新潟アルビレックスBB 2103 遥 天翼 新潟アルビレックスBB

1210 生原 秀将 栃木ブレックス 2316 ザック・バランスキー アルバルク東京 1097 西村 文男 千葉ジェッツ 2029 マイケル・パーカー 千葉ジェッツ

1164 鈴木 達也 三遠ネオフェニックス 2208 広瀬 健太 サンロッカーズ渋谷 1074 原 修太 千葉ジェッツ 1741 アキ・チェンバース 千葉ジェッツ

979 伊藤 大司 レバンガ北海道 2191 グレゴリー・ウィッティントン レバンガ北海道 951 笹山 貴哉 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 1714 ドリュー・ヴァイニー富山グラウジーズ

958 細谷 将司 横浜ビー・コルセアーズ 2120 藤高 宗一郎 大阪エヴェッサ 834 中東 泰斗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 1707 ギャビン・エドワーズ千葉ジェッツ

893 道原 紀晃 西宮ストークス 1973 ハシーム・サビート・マンカ 横浜ビー・コルセアーズ 827 畠山 俊樹 新潟アルビレックスBB 1676 サム・ウィラード 富山グラウジーズ

865 山崎 稜 栃木ブレックス 1635 佐藤 託矢 横浜ビー・コルセアーズ 782 佐藤 公威 島根スサノオマジック 1496 野本 建吾 川崎ブレイブサンダース

758 伊藤 達哉 京都ハンナリーズ 1630 野口 大介 レバンガ北海道 769 石井 講祐 千葉ジェッツ 1414 アイザック・バッツ シーホース三河

745 木下 博之 大阪エヴェッサ 1453 谷 直樹 西宮ストークス 720 阿部 友和 千葉ジェッツ 1284 ダニエル・オルトン シーホース三河

693 田渡 修人 三遠ネオフェニックス 1343 新城 真司 信州ブレイブウォリアーズ 662 石崎 巧 琉球ゴールデンキングス 1269 伊藤 俊亮 千葉ジェッツ

629 与那嶺 翼 金沢武士団 1268 川邉 亮平 レバンガ北海道 642 水戸 健史 富山グラウジーズ 1264 ヒルトン・アームストロング琉球ゴールデンキングス

624 ドゥレイロン・バーンズ西宮ストークス 1172 菊地 祥平 アルバルク東京 558 渡辺 竜之佑 琉球ゴールデンキングス 1217 ジャスティン・バーレル名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

602 伊藤 駿 サンロッカーズ渋谷 965 中西 良太 熊本ヴォルターズ 499 松井 啓十郎 シーホース三河 1212 波多野 和也 島根スサノオマジック

524 松島 良豪 レバンガ北海道 943 晴山 ケビン 京都ハンナリーズ 476 朝山 正悟 広島ドラゴンフライズ 1176 田中 大地 滋賀レイクスターズ

502 小林 慎太郎 熊本ヴォルターズ 936 ナイジェル・スパイクス 秋田ノーザンハピネッツ 475 渡邊 翔太 島根スサノオマジック 1123 栗原 貴宏 川崎ブレイブサンダース

497 今野 翔太 大阪エヴェッサ 880 根来 新之助 大阪エヴェッサ 431 村上 直 シーホース三河 1091 菅澤 紀行 岩手ビッグブルズ

489 鵤 誠司 栃木ブレックス 878 ジョシュア・スミス 京都ハンナリーズ 431 長谷川 智伸 滋賀レイクスターズ 1028 ジョシュ・デービス 川崎ブレイブサンダース

488 古野 拓巳 熊本ヴォルターズ 831 落合 知也 栃木ブレックス 428 金城　茂之 琉球ゴールデンキングス 999 船生 誠也 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

475 徳永 林太郎 秋田ノーザンハピネッツ 826 ジェフリー・パーマー 横浜ビー・コルセアーズ 410 狩俣 昌也 シーホース三河 994 ルーベン・ボイキン アースフレンズ東京Z

453 牧 全 レバンガ北海道 791 アレックス・カーク アルバルク東京 372 狩野 祐介 滋賀レイクスターズ 986 青木 ブレイク 富山グラウジーズ

447 橋本 拓哉 大阪エヴェッサ 725 ジュリアン・マブンガ 京都ハンナリーズ 366 小林 大祐 ライジングゼファー福岡 974 池田 雄一 新潟アルビレックスBB

430 小野寺 祥太 秋田ノーザンハピネッツ 723 カディーム・コールビー 秋田ノーザンハピネッツ 347 西山 達哉 アースフレンズ東京Z 967 鵜澤 潤 新潟アルビレックスBB

400 川嶋 勇人 三遠ネオフェニックス 686 鹿野 洵生 三遠ネオフェニックス 345 橋本 尚明 富山グラウジーズ 832 森川 正明 シーホース三河

383 並里 祐 熊本ヴォルターズ 674 トアーリン・フィッツパトリック 秋田ノーザンハピネッツ 340 岡本 飛竜 島根スサノオマジック 723 ファイ サンバ 滋賀レイクスターズ

334 井手 勇次 金沢武士団 667 福田 真生 熊本ヴォルターズ 335 山下 泰弘 ライジングゼファー福岡 711 デクスター・ピットマン富山グラウジーズ

314 片岡 大晴 京都ハンナリーズ 626 マーク・トラソリーニ レバンガ北海道 316 山本 エドワード 島根スサノオマジック 588 眞庭 城聖 茨城ロボッツ

305 梁川 禎浩 西宮ストークス 609 スコット・モリソン 三遠ネオフェニックス 312 志村 雄彦 仙台89ERS 556 山田 大治 広島ドラゴンフライズ

303 佐藤 正成 山形ワイヴァンズ 591 セドリック・ボーズマン 栃木ブレックス 310 安藤 周人 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 530 ファイ・パプ月瑠 ライジングゼファー福岡

287 小島 元基 アルバルク東京 564 谷口 淳 西宮ストークス 299 藤永 佳昭 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 515 坂田 央 広島ドラゴンフライズ

278 正中 岳城 アルバルク東京 527 コナー・ ラマート 西宮ストークス 295 岡田 優 富山グラウジーズ 461 ディオール・フィッシャー滋賀レイクスターズ

276 合田 怜 大阪エヴェッサ 526 ジョシュ・ハレルソン サンロッカーズ渋谷 292 藤江 建典 岩手ビッグブルズ 453 中村 友也 アースフレンズ東京Z

268 カルティエ・マーティン三遠ネオフェニックス 504 俊野 佳彦 愛媛オレンジバイキングス 284 石川 海斗 仙台89ERS 449 荒尾 岳 千葉ジェッツ

259 横尾 達泰 熊本ヴォルターズ 487 寒竹 隼人 大阪エヴェッサ 274 谷口 光貴 川崎ブレイブサンダース 419 鎌田 裕也 川崎ブレイブサンダース

248 武田 倫太郎 バンビシャス奈良 401 寺下 太基 バンビシャス奈良 249 平尾 充庸 茨城ロボッツ 413 高山 師門 アースフレンズ東京Z

239 満田 丈太郎 横浜ビー・コルセアーズ 397 ダニエル・ミラー レバンガ北海道 223 相馬 卓弥 島根スサノオマジック 413 堀川 竜一 香川ファイブアローズ

236 高島 一貴 横浜ビー・コルセアーズ 379 佐藤 浩貴 秋田ノーザンハピネッツ 218 高橋 耕陽 滋賀レイクスターズ 368 菅 俊男 青森ワッツ

225 月野 雅人 金沢武士団 370 ランデン・ルーカス アルバルク東京 210 柏木 真介 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 364 加納 誠也 ライジングゼファー福岡

222 安部 潤 大阪エヴェッサ 367 坂井 レオ 西宮ストークス 194 下山 大地 青森ワッツ 356 ジョシュ・スコット 島根スサノオマジック

196 大塚 勇人 西宮ストークス 367 ルーク・エヴァンス 金沢武士団 166 門馬 圭二郎 青森ワッツ 345 澤地　サミュエルJr. 滋賀レイクスターズ

194 澤岻 直人 バンビシャス奈良 349 本多 純平 バンビシャス奈良 152 北川 弘 広島ドラゴンフライズ 333 増子 匠 アースフレンズ東京Z

191 綿貫　瞬 京都ハンナリーズ 348 石塚 裕也 西宮ストークス 146 秋葉 真司 アースフレンズ東京Z 330 樋口 大倫 滋賀レイクスターズ

187 高畠 佳介 秋田ノーザンハピネッツ 338 西谷 亮一 金沢武士団 138 髙橋 祐二 茨城ロボッツ 328 中務 敏宏 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

178 清水 太志郎 サンロッカーズ渋谷 327 菅野 翔太 福島ファイヤーボンズ 138 柏倉 哲平 アースフレンズ東京Z 328 クリント・チャップマン広島ドラゴンフライズ

165 八幡 圭祐 金沢武士団 318 井上 裕介 金沢武士団 132 一色 翔太 茨城ロボッツ 321 坂本 健 Fイーグルス名古屋

164 坂東 拓 京都ハンナリーズ 312 ジャワッド・ウィリアムズ アルバルク東京 127 宮永 雄太 富山グラウジーズ 301 大宮 宏正 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

161 友利 健哉 福島ファイヤーボンズ 312 トーマス・ケネディ 群馬クレインサンダーズ 118 横江 豊 滋賀レイクスターズ 301 下山 貴裕 青森ワッツ

160 水町 亮介 秋田ノーザンハピネッツ 294 ジョエル・ジェームス 熊本ヴォルターズ 117 北向 由樹 ライジングゼファー福岡 295 薦田 拓也 ライジングゼファー福岡

154 大石 慎之介 三遠ネオフェニックス 283 テレンス・ウッドベリー 熊本ヴォルターズ 111 會田 圭佑 青森ワッツ 293 トニー・ガフニー 千葉ジェッツ

151 栗原 奨太 群馬クレインサンダーズ 282 菊池 真人 サンロッカーズ渋谷 110 村上 駿斗 広島ドラゴンフライズ 255 ジェロウム・ティルマン名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

147 前村 雄大 栃木ブレックス 275 グレッグ・スミス 大阪エヴェッサ 107 佐藤 優樹 新潟アルビレックスBB 254 ジョシュ・ペッパーズライジングゼファー福岡

146 小松 秀平 バンビシャス奈良 275 高村 成寿 熊本ヴォルターズ 106 永山 雄太 青森ワッツ 253 泉 秀岳 仙台89ERS

138 神原 裕司 群馬クレインサンダーズ 240 三ツ井 利也 信州ブレイブウォリアーズ 104 加藤 寿一 シーホース三河 250 オルー・アシャオル 仙台89ERS

136 村上 慎也 福島ファイヤーボンズ 224 ジェイソン・ウォッシュバーン 横浜ビー・コルセアーズ 101 石谷 聡 ライジングゼファー福岡 242 村越 圭佑 アースフレンズ東京Z

130 岡本 将大 愛媛オレンジバイキングス 213 伊澤 実孝 山形ワイヴァンズ 99 仲摩 匠平 広島ドラゴンフライズ 226 嶋田 基志 仙台89ERS

127 本間 遼太郎 金沢武士団 202 野上 淳史 福島ファイヤーボンズ 92 後藤 翔平 島根スサノオマジック 226 青野 文彦 ライジングゼファー福岡

125 俊野 達彦 愛媛オレンジバイキングス 194 小島 佑太 山形ワイヴァンズ 91 田中 成也 広島ドラゴンフライズ 225 加納 督大 ライジングゼファー福岡

123 澤邉 圭太 大阪エヴェッサ 193 藤岡 昂希 山形ワイヴァンズ 87 柳川 龍之介 仙台89ERS 221 熊谷 宜之 島根スサノオマジック

121 松崎 賢人 西宮ストークス 186 上杉 翔 信州ブレイブウォリアーズ 86 福澤 晃平 Fイーグルス名古屋 216 千葉　慎也 岩手ビッグブルズ

121 山本 柊輔 山形ワイヴァンズ 172 ロバート・ドジャー 三遠ネオフェニックス 83 枡田 祐介 岩手ビッグブルズ 215 久保田 遼 茨城ロボッツ

120 セオン・エディ 西宮ストークス 165 チリジ・ネパウエ バンビシャス奈良 79 溝口 秀人 仙台89ERS 197 レジナルド・ウォーレン香川ファイブアローズ

117 和田 保彦 信州ブレイブウォリアーズ 161 山下 颯 バンビシャス奈良 77 加藤 竜太 岩手ビッグブルズ 194 クレイグ・ブラッキンズ名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

114 岡田 慎吾 三遠ネオフェニックス 155 橋本 晃佑 栃木ブレックス 75 輪島 射矢 新潟アルビレックスBB 190 前田 陽介 茨城ロボッツ

114 齊藤 洋介 信州ブレイブウォリアーズ 154 川満 寿史 福島ファイヤーボンズ 73 鮫島 和人 青森ワッツ 189 オマール・サムハン 滋賀レイクスターズ

113 湊谷　安玲久司朱 横浜ビー・コルセアーズ 151 鈴木 豊 金沢武士団 73 中川 和之 アースフレンズ東京Z 177 ジョセフ・バートン 青森ワッツ

113 藤原 隆充 群馬クレインサンダーズ 140 ディオン・ジョーンズ 福島ファイヤーボンズ 66 菅原 洋介 滋賀レイクスターズ 166 神津 祥平 Fイーグルス名古屋

112 小淵 雅 群馬クレインサンダーズ 140 アンドリュー・フィッツジェラルド 金沢武士団 66 古牧 昌也 アースフレンズ東京Z 160 小阪 彰久 島根スサノオマジック

108 竹田 謙 横浜ビー・コルセアーズ 139 マーカス・ダブ 京都ハンナリーズ 58 小林 遥太 滋賀レイクスターズ 148 安慶 大樹 香川ファイブアローズ

107 大口 真洋 三遠ネオフェニックス 138 頓宮 裕人 京都ハンナリーズ 55 ハンター・コート 広島ドラゴンフライズ 141 チュクゥディエベレ・マドゥアバム茨城ロボッツ

107 武井 弘明 信州ブレイブウォリアーズ 135 ジョーダン・ヴァンデンバーグ 西宮ストークス 51 小原　良公 岩手ビッグブルズ 131 リック・リカート 茨城ロボッツ

106 内海 慎吾 京都ハンナリーズ 135 梅津 大介 群馬クレインサンダーズ 51 木村 啓太郎 香川ファイブアローズ 130 近 忍 香川ファイブアローズ

89 河野 誠司 山形ワイヴァンズ 133 武藤 修平 福島ファイヤーボンズ 50 河相 智志 アースフレンズ東京Z 125 ケビン・コッツァー 広島ドラゴンフライズ

83 笠原 太志 愛媛オレンジバイキングス 128 ライアン・ステファン 群馬クレインサンダーズ 48 小澤 智将 川崎ブレイブサンダース 122 栗野　譲 Fイーグルス名古屋

81 佐藤 文哉 群馬クレインサンダーズ 124 デイビッド・ウェア 大阪エヴェッサ 43 山口 祐希 茨城ロボッツ 116 谷里 京哉 仙台89ERS

79 楯 昌宗 愛媛オレンジバイキングス 123 ビリー・マクシェパード 山形ワイヴァンズ 43 杉本 慶 Fイーグルス名古屋 108 ジュフ・バンバ 川崎ブレイブサンダース

77 蒲谷 正之 横浜ビー・コルセアーズ 114 ウィル・クリークモア 山形ワイヴァンズ 43 成田 正弘 Fイーグルス名古屋 102 ブレンダン・レーン 島根スサノオマジック

76 喜久山 貴一 バンビシャス奈良 112 赤土 裕典 愛媛オレンジバイキングス 42 永田　晃司 岩手ビッグブルズ 94 アンドリュー・ウォーレン茨城ロボッツ

71 猪狩 渉 福島ファイヤーボンズ 111 ソロモン・ アラビ 福島ファイヤーボンズ 41 鈴木　友貴 岩手ビッグブルズ 90 マーカリ・サンダース・フリソン岩手ビッグブルズ

70 中島 良史 山形ワイヴァンズ 111 チェハーレス・タプスコット 愛媛オレンジバイキングス 41 大友 隆太郎 茨城ロボッツ 90 長島 エマニエル ライジングゼファー福岡

69 德川 慎之介 福島ファイヤーボンズ 110 増林 翔大 金沢武士団 41 飛田 浩明 Fイーグルス名古屋 83 クレイグ・ウィリアムス・ジュニア仙台89ERS

63 高松 勇介 信州ブレイブウォリアーズ 105 ジョッシュ・ドゥインカー 熊本ヴォルターズ 41 大澤 歩 香川ファイブアローズ 82 エリック・ジェイコブセンライジングゼファー福岡

55 樋口 真斗 バンビシャス奈良 99 ウェイン・マーシャル 金沢武士団 40 佐々木 瑛 茨城ロボッツ 81 高田 秀一 香川ファイブアローズ

50 石橋 晴行 バンビシャス奈良 98 ジーノ・ポマーレ 大阪エヴェッサ 39 モンテ・ブランドン 香川ファイブアローズ 79 岡村 憲司 茨城ロボッツ

49 田原 隆徳 レバンガ北海道 95 ブランデン・ドーソン サンロッカーズ渋谷 38 堤 啓士朗 ライジングゼファー福岡 78 ギャレット・スタツ 島根スサノオマジック

49 鈴木 大 信州ブレイブウォリアーズ 95 仁平 拓海 群馬クレインサンダーズ 37 野里 惇貴 青森ワッツ 72 ジャレッド・バーグレン新潟アルビレックスBB

48 種市 幸祐 群馬クレインサンダーズ 71 ゲイリー・ハミルトン バンビシャス奈良 35 藤田 浩司 仙台89ERS 69 リッチモンド・ヴィルデアースフレンズ東京Z

46 岩田 涼太 三遠ネオフェニックス 68 鈴木 良麻 金沢武士団 31 岡崎 修司 広島ドラゴンフライズ 58 アブドゥーラ・クウソー香川ファイブアローズ

43 山田 謙治 横浜ビー・コルセアーズ 67 ニカ・ウィリアムズ 愛媛オレンジバイキングス 30 田中 健介 富山グラウジーズ 57 ニコラス・バンヤード青森ワッツ

42 齋藤 崇人 信州ブレイブウォリアーズ 62 トレント・プレイステッド 大阪エヴェッサ 26 兒玉 貴通 Fイーグルス名古屋 57 ウェンデル・ホワイト広島ドラゴンフライズ

33 根東 裕隆 群馬クレインサンダーズ 49 ジャーラ 志多斗 群馬クレインサンダーズ 23 宮崎 恭行 Fイーグルス名古屋 53 アンジェロ・チョル 仙台89ERS

30 冨岡 大地 愛媛オレンジバイキングス 38 ジャレッド・ショウ 福島ファイヤーボンズ 22 橋本 龍弥 青森ワッツ 50 マイケル・ビューキャナン岩手ビッグブルズ

23 小川 京介 山形ワイヴァンズ 28 ニック・ウォッシュバーン 信州ブレイブウォリアーズ 17 堀田 大暉 香川ファイブアローズ 45 オースティン・ダフォー新潟アルビレックスBB

20 松本 健児リオン バンビシャス奈良 27 ティム・デゼルスキ 信州ブレイブウォリアーズ 16 テレンス・ドリスドム 広島ドラゴンフライズ 43 ジョシュ・ホーキンソンFイーグルス名古屋

18 高濱 拓矢 山形ワイヴァンズ 26 クリス・ジェンキンス バンビシャス奈良 9 伊藤 大 Fイーグルス名古屋 38 ロドニー・カーニー Fイーグルス名古屋

15 宮坂 侑 山形ワイヴァンズ 19 コナー・クリフォード 愛媛オレンジバイキングス 7 安部 瑞基 香川ファイブアローズ 28 デコリー・スポーディング・ジョーンズ岩手ビッグブルズ

14 菊池 広明 熊本ヴォルターズ 18 ジャマール・ソープ サンロッカーズ渋谷 2 石川 智也 香川ファイブアローズ 25 筑波 拓朗 香川ファイブアローズ

13 加藤 悠三 愛媛オレンジバイキングス 6 ロターナ・ウォーボ 山形ワイヴァンズ 24 ハーバート・ヒル Fイーグルス名古屋

8 古橋 広樹 信州ブレイブウォリアーズ 19 ジェームズ・シルヴィアースフレンズ東京Z

5 中野 広大 群馬クレインサンダーズ 15 シェリフ・ソウ Fイーグルス名古屋

B.BLACK　PG/SG枠 PG/SG枠　SF/PF・C枠 B.WHITE　PG/SG枠 B.WHITE　SF/PF・C枠


