
区分 氏名 ふりがな 背番号 備考 チーム名

SJ1-M03 古　賀　　　穂 こが　みのる 8 ※　早稲田大学 ＮＴＴ東日本

SJ1-M04 玉　手　勝　輝 たまて　かつき 7 ※日本体育大学 日立情報通信エンジニアリング

SJ1-M04 小　本　翔　太 おもと　しょうた 10 ※日本体育大学 日立情報通信エンジニアリング

SJ1-M04 猪　熊　心太朗 いのくま　しんたろう 5 ※日本大学 日立情報通信エンジニアリング

SJ1-M04 牧　野　桂　大 まきの　けいた 8 ※筑波大学 日立情報通信エンジニアリング

SJ1-M05 ﾘｬｵ･ﾐﾝ･ﾁｭﾝ りゃお　みん　ちゅん 12 外国人登録選手 トリッキーパンダース

SJ1-M05 藤　井　一　貴 ふじい　かずき 17 ※立命館大学 トリッキーパンダース

SJ1-M06 蘇　　　敬　恒 すー　ちんへん 10 外国人登録選手 金沢学院クラブ

SJ1-M06 中　田　政　秀 なかた　まさひで 46 ※　中央大学 金沢学院クラブ

SJ1-M06 川　原　祥　人 かわはら　しょうと 1 ※　龍谷大学 金沢学院クラブ

SJ1-M07 西　谷　春　樹 にしや　はるき 7 ※明治大学 三菱自動車京都

SJ1-M07 藤　井　　　凌 ふじい　りょう 6 ※水島工業高等学校 三菱自動車京都

SJ1-M08 加　藤　太　基 かとう　たいき 未定 ※埼玉栄 JR北海道

SJ1-M08 中　峰　信太郎 なかみね　しんたろう 未定 ※日本体育大学 JR北海道

SJ1-M08 武　石　優　斗 たけいし　ゆうと 未定 ※明治大学 JR北海道

SJ1-M09 小　林　　　晃 こばやし　あきら 11 ▲金沢学院クラブ JTEKT

SJ1-M09 市　川　和　洋 いちかわ　かずひろ 12 ※日本体育大学 JTEKT

SJ1-M09 馬屋原　大　樹 うまやはら　たいき 13 ※日本体育大学 JTEKT

SJ1-M10 澁　谷　勇　希 しぶや　ゆうき 0 ※明治大学 東北マークス

SJ1-M10 三　浦　光　將 みうら　こうしゅん 3 ※東奥学園高校 東北マークス

SJ1-W01 高　橋　奈　那 たかはし　なな 12 ※徳島県立城東高校 日本ユニシス

SJ1-W02 明　地　七　海 あけち　ななみ 1 ※京都外大西高校 北都銀行

SJ1-W02 小　松　ゆ　い こまつ　ゆい 7 ※土佐女子高校 北都銀行

SJ1-W03 福　本　真恵七 ふくもと　しえな 1 ※ふたば未来学園高校 再春館製薬所

SJ1-W05 水　井　ひらり みずい　ひらり 6 ※　ふたば未来学園 ＮＴＴ東日本

SJ1-W06 樽　野　　　恵 たるの　めぐみ 12 補強選手 山陰合同銀行

SJ1-W06 渡　辺　帆　南 わたなべ　ほなみ 3 ※　明治大学 山陰合同銀行

SJ1-W08 齋　藤　　　夏 さいとう　なつ 7 ※埼玉栄高校 ACT SAIKYO

SJ1-W09 福　島　由　紀 ふくしま　ゆき 1 ▲再春館製薬所 岐阜トリッキーパンダース

SJ1-W09 末　綱　聡　子 すえつな　さとこ 6 ▲再春館製薬所 岐阜トリッキーパンダース

SJ1-W09 今　井　莉　子 いまい　りこ 8 ▲再春館製薬所 岐阜トリッキーパンダース

SJ1-W09 廣　田　彩　花 ひろた　さやか 10 ▲再春館製薬所 岐阜トリッキーパンダース

SJ1-W09 ソン キョウレイ そん　きょうれい 12 外国人登録選手 岐阜トリッキーパンダース

SJ1-W09 程　　　文　欣 ちぇん　うぇんしん 18 外国人登録選手 岐阜トリッキーパンダース

SJ1-W09 小　西　春　七 こにし　はるな 7 ※九州国際大学付属ｌ高等学校 岐阜トリッキーパンダース

SJ1-W10 佐　藤　　　杏 さとう　あん 1 ※ふたば未来学園高 日立化成

SJ2-M02 小森園　隆　平 こもりぞの　りゅうへい 0 ※法政大学 セーレン

SJ2-M02 服　部　輝　正 はっとり　てるまさ 1 ※福井工業大学附属福井高校 セーレン

SJ2-M04 蒔　田　龍之介 まきだ　りゅうのすけ 2 ※名古屋経済大学市邨高等学校 東海興業

SJ2-M05 桐　田　和　樹 きりた　かずき 10 ※法政大 宇部興産

SJ2-M07 齋　藤　大　慎 さいとう　たいしん 9 ※日本体育大学 AC長野パルセイロBC

SJ2-M07 成　田　達　彦 なりた　たつひこ 2 ※日本体育大学 AC長野パルセイロBC

SJ2-M07 アグリッピナ・プリマラハマント あぐりっぴな　ぷりまらはまんと 10 外国人登録選手 AC長野パルセイロBC

SJ2-M07 ノベル・ラマダン のべる　らまだん 16 外国人登録選手 AC長野パルセイロBC

SJ2-M07 森　田　慎　司 もりた　しんじ 11 ※日本体育大学 AC長野パルセイロBC

SJ2-M08 木　村　亮　介 きむら　りょうすけ 0 ※日本大学 旭工芸

SJ2-W01 江　藤　理　恵 えとう　りえ 3 ▲トリッキーパンダース 広島ガス

SJ2-W02 髙　橋　未　羽 たかはし　みう 5 ※淑徳巣鴨高校 PLENTY GLOBAL LINX

SJ2-W02 村　上　　　晃 むらかみ　あき 2 ※明治大学（2018.3卒業） PLENTY GLOBAL LINX

SJ2-W03 桶　田　彩　乃 おけだ あやの 0 ※専修大学 Cheerful鳥取

SJ2-W03 山　中　芹　里 やまなか せり 5 ※筑波大学 Cheerful鳥取

SJ2-W03 矢　上　璃　奈 やがみ りな 6 ※北翔大学 Cheerful鳥取

SJ2-W04 吉　川　真　白 よしかわ　ましろ 3 ※英明高校 三菱電機

SJ2-W04 韮　澤　美　羽 にらさわ　みう 4 ※英明高校 三菱電機

SJ2-W05 関 矢 芽 紅 せきや めぐ 5 ※四天王寺高校 東海興業

SJ2-W06 関　根　千　弥 せきね　ちひろ 未定 ※北翔大学 JR北海道

SJ2-W07 野　田　千　遥 のだ　ちはる 7 ※　龍谷大学 百十四銀行

SJ2-W07 池　田　有　希 いけだ　ゆき 5 ※　北翔大学 百十四銀行

SJ2-W07 藤　元　真　美 ふじもと　まみ 8 ※　同志社大学 百十四銀行


