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所属

李   宇韺 ｲ ｳﾖﾝ 専修⼤学

的場   千尋 ﾏﾄﾊﾞ ﾁﾋﾛ 福⼭⼤学

福⼠   徳⽂ ﾌｸｼ ﾉﾘﾌﾐ 慶應義塾⼤学

青木　智也 ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 拓殖⼤学

飛田　楓 ﾋﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 産業能率⼤学

背番号  生年月日 学年 所属 前所属(2種)

1 近藤　壱成 ｺﾝﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 2001.01.15 3 189 cm 84 kg 法政⼤学 磐田U-18

12 飯田　雅浩 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 2000.10.05 3 184 cm 85 kg 国⼠舘⼤学 青森⼭田高校

21 杉本　光希 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾂｷ 2001.08.17 2 181 cm 76 kg 立正⼤学 磐田U-18

2 市川　侑生 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｾｲ 2001.02.19 3 165 cm 65 kg 法政⼤学 浜松開誠館高校

3 落合　毅人 ｵﾁｱｲ ﾀｹﾄ 2000.04.27 3 185 cm 75 kg 法政⼤学 新潟明訓高校

4 相澤　佑哉 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 2000.10.17 3 178 cm 67 kg 駒澤⼤学 熊本Y

5 平松　航 ﾋﾗﾏﾂ ﾜﾀﾙ 2000.05.09 3 182 cm 74 kg 立正⼤学 磐田U-18

16 西原　広太 ﾆｼﾊﾗ ｺｳﾀ 2001.03.10 3 177 cm 72 kg 流通経済⼤学 広島皆実高校

18 高橋　尚紀 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 2000.06.11 3 174 cm 66 kg 国⼠舘⼤学 前橋育英高校

22 ⼭下　諒時 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ 2000.05.11 3 178 cm 71 kg 拓殖⼤学 仙台Y

23 森　侑里 ﾓﾘ ﾕｳﾘ 2000.08.08 3 183 cm 75 kg 筑波⼤学 ⼤宮Y

6 青島　太一 ｱｵｼﾏ ﾀｲﾁ 2001.04.17 2 168 cm 64 kg 立正⼤学 清水Y

8 ⼭内　翔 ﾔﾏｳﾁ ｶｹﾙ 2002.01.06 2 177 cm 74 kg 筑波⼤学 神戸U-18

9 熊澤　和希 ｸﾏｻﾜ ｶｽﾞｷ 2001.01.13 3 180 cm 67 kg 流通経済⼤学 流通経済⼤学付属柏高校

13 小川　開世 ｵｶﾞﾜ ｶｲｾｲ 2001.02.25 3 178 cm 71 kg 拓殖⼤学 東京武蔵野シティFC U-18

14 藤井　海和 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 2003.02.15 1 173 cm 71 kg 流通経済⼤学 流通経済⼤学付属柏高校

15 加藤　悠馬 ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 2001.12.15 2 164 cm 63 kg 拓殖⼤学 神戸U-18

17 光田　脩人 ﾐﾂﾀﾞ ｼｭｳﾄ 2002.11.25 1 166 cm 63 kg 早稲田⼤学 名古屋U-18

19 綱島　悠斗 ﾂﾅｼﾏ ﾕｳﾄ 2000.08.15 3 188 cm 78 kg 国⼠舘⼤学 東京V・Y

7 小森　飛絢 ｺﾓﾘ ﾋｲﾛ 2000.08.06 3 177 cm 70 kg 新潟医療福祉⼤学 富⼭第一高校

10 ⼭田　新 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 2000.05.30 3 175 cm 75 kg 桐蔭横浜⼤学 川崎U-18

11 森　海渡 ﾓﾘ ｶｲﾄ 2000.06.07 3 185 cm 75 kg 筑波⼤学 柏U-18

20 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 2000.10.08 3 166 cm 61 kg 中央⼤学 静岡学園高校
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