
Pos. ⼤学 ⽒名 ふりがな ⾝⻑ 体重 Pos. ⼤学 ⽒名 ふりがな ⾝⻑ 体重

OL 関⻄学院⼤学 井若 ⼤知 いわか だいち 174 110 DL 中央⼤学 神⾕ 康治 かみや こうじ 175 114

OL 関⻄⼤学 ⼩川 知輝 おがわ ともき 181 105 DL ⽴命館⼤学 ⽊保 慎太郎 きぼ しんたろう 188 122

OL 中央⼤学 川⻄ 貫太 かわにし かんた 180 120 DL ⿓⾕⼤学 清原 淳平 きよはら じゅんぺい 177 100

OL 法政⼤学 栗⽥ 壮⼀郎 くりた そういちろう 183 114 DL 早稲⽥⼤学 ⻫川 尚之 さいかわ なおゆき 187 117

OL 関⻄⼤学 冨⽥ 優⽣ とみた ゆうせい 180 119 DL 法政⼤学 利根川 公紀 とねがわ こうき 183 112

OL 神⼾⼤学 藤川 凌 ふじかわ りょう 178 122 DL 関⻄⼤学 藤原　航 ふじわら わたる 183 105

OL 京都⼤学 町野 友哉 まちの ともや 197 122 LB ⽴命館⼤学 久下 裕⼀朗 くげ  ゆういちろう 172 89

OL ⽇本体育⼤学 松村 尚悟 まつむら しょうご 183 119 LB 慶應義塾⼤学 ⽥中 瑛 たなか えい 179 86

TE 法政⼤学 川村 湧介 かわむら ようすけ 191 96 LB 早稲⽥⼤学 ⻑尾 裕⼆朗 ながお ゆうじろう 178 85

TE 京都⼤学 中辻 威統 なかつじ たかのり 184 95 LB 慶應義塾⼤学 中野 航平 なかの こうへい 175 92

QB 早稲⽥⼤学 柴崎 哲平 しばさき てっぺい 177 78 LB 京都⼤学 中野 航 なかの わたる 178 97

QB 京都⼤学 ⽥中 ⼤輔 たなか だいすけ 174 77 LB 関⻄学院⼤学 松本 和樹 まつもと かずき 180 95

QB 法政⼤学 ⾺島 臨太郎 まじま りんたろう 170 72 DB ⽴命館⼤学 荒尾 亮汰 あらお りょうた 183 80

WR 神⼾⼤学 井上 拓也 いのうえ たくや 172 72 DB 関⻄⼤学 市川 憲章 いちかわ けんしょう 177 85

WR 中央⼤学 烏⼭ 永 からすやま はるか 176 80 DB 関⻄学院⼤学 ⼩椋 拓海 おぐら たくみ 167 75

WR 法政⼤学 ⾼津佐 隼⽮ こうつさ しゅんや 173 81 DB ⽇本⼤学 ⼩⽥原 利之 おだわら としゆき 172 76

WR 慶應義塾⼤学 佐藤 凱輝 さとう よしき 180 82 DB 京都⼤学 ⾓⾕ 祐輔 かどや ゆうすけ 181 85

WR ⽴命館⼤学 廣吉 賢 ひろよし けん 172 77 DB 京都⼤学 須⽥ 克志 すだ かつし 184 85

WR 関⻄⼤学 藤原 裕貴 ふじわら ゆうき 173 82 DB 関⻄⼤学 清家 ⼤志 せいけ たいし 179 84

WR 早稲⽥⼤学 ブレナン 翼 ぶれなん つばさ 184 84 DB ⽇本⼤学 ⾼⼝ 宏起 たかぐち ひろき 173 80

RB ⽇本⼤学 川上 理宇 かわかみ みちたか 171 72 DB 関⻄⼤学 政岡 和志 まさおか かずし 182 83

RB 関⻄学院⼤学 ⾼松 祥⽣ たかまつ よしき 168 74 DB ⽴命館⼤学 村上 知裕 むらかみ ともひろ 171 65

RB ⽴命館⼤学 ⻄村 七⽃ にしむら ななと 173 82 K/P 慶應義塾⼤学 廣⽥ 祐 ひろた ゆう 173 84

⽶倉　輝 よねくら　あきら

宮⽥ 耕次 みやた　こうじ コーチ ⼩島　健吾 こじま　けんご

狩野　良太 かのう　りょうた コーチ 蓬⽥ 和平 よもぎた　かずたか

中村 敏英 なかむら　としひで コーチ 和久　憲三 わく　けんぞう

⽵澤　直⼈ たけざわ　なおと コーチ 季武　憲毅 すえたけ　のりき

反町　武史 そりまち　たけし 藤⽥　直孝 ふじた　なおたか

⼤⻄　浩平 おおにし　こうへい 雑賀　清汰 さいか　せいた

川村　朋⼦ かわむら　ともこ 三井　惠理 みつい　えり

中野　喬章 なかの　たかふみ ⼭本　友貴 やまもと　ともき

コーチ エレコム神⼾ 中央⼤学

General Manager

学⽣マネージャー

学⽣マネージャー

学⽣トレーナー ⽇本体育⼤学 学⽣マネージャー

COACH & STAFF

チームドクター ⽴教⼤学/明理会中央総合病院

コーチ 法政⼤学

コーチ 関⻄⼤学

コーチ 中央⼤学

アスレティックトレーナー ⽴命館⼤学

学⽣トレーナー ⽴命館⼤学
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