
◆チーム名 ◆チームロゴ

 ヨネックス

監督 ないとう　ゆうすけ

内藤　祐輔

選手 さくらもと　あやこ Age 選手 きむら　ももか Age

1 櫻本　絢子 26 7 木村　百伽 20

出身 福岡九州国際大学付属高 出身 ふたば未来学園高

選手 たかはた　ゆきこ Age 選手 みやうら　れな Age

2 髙畑　祐紀子 23 8 宮浦　玲奈 26

出身 大宮東高 出身 青森山田高→法政大学

選手 ほばら　さやか Age 選手 すぎやま　あすか Age

3 保原　彩夏 23 10 杉山　明日香 19

出身 聖ウルスラ学院英智高 出身 四天王寺高

選手 さとう　さやか Age 選手 たかはし　あすか Age

5 佐藤　冴香 31 11 髙橋　明日香 21

出身 常盤木学園高→日本体育大学 出身 ふたば未来学園高



◆チーム名 ◆チームロゴ

 ACT SAIKYO

監督 ますだ　としお 選手 なかむら　まゆ Age

増田　敏雄 6 中村　麻裕 26

出身 九州国際大学付属高校→九州国際大学

コーチ いだ　たかこ 選手 さいとう　なつ Age

井田　貴子 7 齋藤　夏 21

出身 埼玉栄高校

コーチ さえき　ひろゆき 選手 はやし　もと Age

佐伯　祐行 8 林　樂 22

出身 埼玉栄高校

トレーナー みうら　こうじろう 選手 かわしま　みなみ Age

三浦　宏次郎 10 川島　美南 23

出身 埼玉栄高校

選手 かしはら　みき Age 選手 しげた　みく Age

1 柏原　みき 26 11 重田　美空 24

出身 園田学園高校→筑波大学 出身 九州国際大学付属高校

選手 すいず　ゆい Age ★内定 すいず　まなみ Age

2 水津　優衣 21 水津　愛美 18

出身 柳井商工高校 出身 柳井商工高校

選手 さいとう　しおり Age ★内定 くらしま　みさき Age

3 齋藤　栞 23 倉島　美咲 18

出身 埼玉栄高校 出身 埼玉栄高校

選手 かとう　みゆき Age ★内定 ひさみなと　なな Age

4 加藤　美幸 26 久湊　菜々 18

出身 倉敷中央高校→筑波大学 出身 岡崎城西高校

選手 いまい　ゆうほ Age ★内定 おおさわ　ひな Age

5 今井　優歩 26 大澤　陽奈 18

出身 四天王寺高校 出身 青森山田高校



◆チーム名 ◆チームロゴ

 東海興業

オーナー きむら　かつあき 選手 えびさわ　はな Age

木村　勝昭 1 海老澤　花 22

出身 石岡第一高校→日立化成

顧問 きむら　ゆういち 選手 いのうえ　ひかり Age

木村　友一 2 井上　洸 26

出身 青森山田高校

部長 なかむら　ありたか 選手 なかやま　うらら Age

中村　有孝 3 中山　うらら 19

出身 名古屋経済大学市邨高校

総監督 ばんば　なおき 選手 ひだき　あかり Age

馬場　直樹 4 肥田木 あかり 23

出身 聖心ウルスラ学園高校

監督 ありた　ゆうすけ ★内定 せきや　めぐ Age

有田　裕佑 5 関矢　芽紅 20

出身 四天王寺高校

コーチ しもの　まゆ 選手 いわの　まちか Age

下農　麻結 6 岩野　真睦 18

出身 名古屋経済大学市邨高校

マネジャーあおき　しんや 選手 そのだ　えりな Age

青木　伸也 7 園田　絵里奈 25

出身 青森山田高校

選手 すぎやま　りな Age

8 杉山　利奈 29

出身 聖ウルスラ学院英智高校→七十七銀行

部長兼



◆チーム名 ◆チームロゴ

 豊田通商

顧問 おざき　まさと

尾﨑  真人

副顧問 あらき　としお 選手 こいけ　さよ Age

荒木 俊雄 5 小池  紗葉 27

出身 聖ウルスラ学院英智高校→関西学院大学

部長 きたむら　ひろゆき 選手 かじた　ちさ Age

北村  裕幸 6 梶田  知沙 23

出身 名経大市邨高校→愛知淑徳大学

コーチ みやはら　ゆい 選手 よしだなな Age

宮原  唯 7 吉田  菜那 22

出身 岡崎城西高校→立命館大学

コーチ まえだ　ちづよ 選手 つじた　まき Age

前田  知鶴代 8 辻田  真希 25

出身 四天王寺高校→龍谷大学

コーチ ふじもと　こはる マネジャー にしお　ちそら Age

藤本  小春 10 西尾  千空 26

出身 九州国際大附属高校→同志社大学

マネジャー とりやま　さちよ 選手 あおき　みゆき Age

鳥山  祥世 12 青木  美有記 24

出身 名経大市邨高校→愛知淑徳大学

主将 いしい　りさ Age 選手 すずき　いよの Age

11 石井  梨紗 25 14 鈴木  いよ乃 24

出身 岡崎城西高校→専修大学 出身 聖ウルスラ学院英智高校→明治大学

選手 あららぎ　さやか Age ★内定 さくらい　さき Age

2 蘭  沙也可 25 1 櫻井  彩貴 22

出身 長良高校→関西学院大学 出身 埼玉栄高校→明治大学

選手 むらた　みずき Age ★内定 すずき　ゆうき Age

3 村田  瑞希 23 4 鈴木  ゆうき 21

出身 聖ウルスラ学院英智高校→関西学院大学 出身 聖ウルスラ学院英智高校→早稲田大学

総監督・


