
◆チーム名

 日立情報通信エンジニアリング

◆チームロゴ

副主将 たかの　まさと Age 選手 まきの　けいた Age

1 高野　将斗 26 8 牧野　桂大 25

出身 明治大学 出身 筑波大学

選手 たまて　かつき Age 選手 いのくま　しんたろう Age

7 玉手　勝輝 25 5 猪熊　心太朗 25

出身 日本体育大学 出身 日本大学

選手 しもがみ　ゆういち Age 選手 いなみつ　しょうたろう Age

0 霜上　雄一 23 6 稲光　翔太郎 19

出身 日本体育大学 出身 ふたば未来学園高校

選手 のむら　たくみ Age ★内定 みねぎし　ひかる Age

2 野村　拓海 24 10 嶺岸　洸 22

出身 法政大学 出身 法政大学

選手 おもと　しょうた Age

9 小本　翔太 24

出身 日本体育大学



◆チーム名 　◆チームロゴ

 三菱自動車京都

オーナー しんとく　ひろひさ 選手 みかみ　ふう Age

神徳　浩久 0 三上　楓 24

出身 東奥学園高校→日本体育大学

部長 やまぐち　としゆき 選手 うちだ　ゆうたろう Age

山口　利之 1 内田　裕太郎 26

出身 九州学院高等学校→龍谷大学

監督 たかぎ　こういちろう 選手 はやしたに　まさき Age

高木　孝一郎 2 林谷　理貴 26

出身 湊山中学→米子北高校

ヘッドコーチ いぬやま　ようすけ 選手 いなもり　こうへい Age

犬山　陽介 3 稲盛　晃平 24

出身 高知南中学→高知商業高等学校

コーチ にしぞの　こうすけ 選手 そとかわ　げんき Age

西薗　弘典 5 外川　賢輝 21

出身 弘前東中学→青森山田高校

Aコーチ そが　しゅんすけ 選手 にしや　はるき Age

曽我　俊介 7 西谷　春樹 25

出身 青森山田高校→明治大学

トレーナー ゆあさ　ゆうすけ 選手 つねやま　あきら Age

湯浅　裕介 9 常山　明良 26

出身 草津中学→柏原高校

アドバイザー いしづ　まさあき 選手 つねづか　ひかる Age

石津　正明 11 常塚　光 25

出身 城南中学→乙訓高校

マネジャー つきやま　はるみ 選手 ひきた　せいや Age

築山　晴美 12 疋田　聖也 25

出身 若草中学→柏原高校

★内定 うえだ　こうせい Age ★内定 なんも　とわ Age

上田　康誠 18 南茂　斗羽 18

出身 茗渓市邨高校 出身 勝山高校



◆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 おおたき　せいや Age

木村　勝昭 0 大滝　聖矢 22

出身 札幌龍谷学園高校→日本大学

顧問 きむら　ゆういち 選手 まつもと　あきら Age

木村　友一 1 松本　アキラ 29

出身 高岡第一高校→日本大学

部長 なかむら　ありたか 選手 もりた　こうへい Age

中村　有孝 3 森田　浩平 28

出身 九州国際大学付属学校→九州国際大学

総監督 ばんば　なおき 選手 しろかわ　まさき Age

馬場　直樹 4 城川　真輝 20

出身 名古屋経済大学市邨高校

監督 こばやし　えいじろう ★内定 ながみね　ぜん Age

小林　瑛二郎 5 長峰　善 21

出身 日章学園高校→法政大学

マネジャー あおき　しんや 選手 ませ　りょうすけ Age

青木　伸也 6 間瀬　亮介 27

出身 岡崎城西高校→日本大学

選手 にしの　まさし Age

7 西野　勝志 24

出身 新田高校→筑波大学

選手 まがわ　しゅうへい Age

8 真川　嵩平 22

出身 高岡第一高校

部長兼



◆チーム名 ◆チームロゴ

 ジェイテクト

オーナー さとう　かずひろ 選手 ごんどう　こうへい Age

佐藤　和弘 4 権藤　公平 29

出身 熊本県八代東高→日本体育大学→トナミ運輸

部長 たいら　たけし 選手 のだ　ゆうと Age

平　武司 5 野田　悠斗 24

出身 熊本県八代東高→法政大学

副部長 みね　としろう 選手 いちかわ　かずひろ Age

峰　登志郎 6 市川　和洋 25

出身 埼玉栄高→日本体育大学

監督 いしい　ゆうじ 選手 たなか　ゆうき Age

石井　裕二 7 田中 佑貴 24

出身 鹿児島商業高→龍谷大学

コーチ ひらた　のりやす 選手 ふじわら　けいすけ Age

平田　典靖 8 藤原　圭祐 23

出身 比叡山高→法政大学

コーチ わだ　しゅう 選手 きたばやし　ゆう Age

和田　周 9 北林　悠 31

出身 埼玉栄高→金沢学院大学

マネジャー かこ　わかな 選手 まつもと　こうへい Age

加古　和香奈 10 松本　康平 26

出身 埼玉栄高→早稲田大学

選手 みやじま　こうたろう Age 選手 こばやし　あきら Age

1 宮嶋　航太郎 27 11 小林　晃 30

出身 埼玉栄高→明治大学 出身 埼玉栄高→日本体育大学

選手 まつむら　けんた Age ★内定 むらもと　りょうま Age

2 松村　健太 27 12 村本　竜馬 22

出身 西陵高→日本体育大学 出身 瓊浦高→日本体育大学

選手 うまやはら　だいき Age ★内定 あいざわ　とおり Age

3 馬屋原　大樹 25 13 相澤　桃李 22

出身 東奥学園高→日本体育大学 出身 西武台千葉→日本大学



◆チーム名 ◆チームロゴ

 豊田通商

顧問 おざき　まさと 主将 みね　まさひろ Age

尾﨑  真人 9 峰　将大 27

出身 岡崎城西高校→龍谷大学

副顧問 あらき　としお 選手 ふくや　しょうま Age

荒木 俊雄 10 福家  匠麻 28

出身 城南高校→同志社大学

部長 きたむら　ひろゆき 選手 かわはら　そうま 22

北村  裕幸 11 川原  聡麿 22

出身 八代東高校→龍谷大学

監督 ほそ　ともあき 選手 よしむら　のりひと Age

細　智映 19 吉村  徳仁 24

出身 高岡第一高校→早稲田大学

マネジャー あずま　じゅんぺい 選手 しみず　ともひこ Age

東　純平 23 清水  智彦 26

出身 比叡山高校→龍谷大学

選手 きたざと　げんき Age ★内定 むらせ　こうのすけ Age

3 北里  元輝 24 4 村瀬  康之介 22

出身 八代東高校→関西学院大学 出身 名経大市邨高校→立命館大学

選手 たかはし　ゆうすけ Age ★内定 みやけ　しょうへい Age

5 髙橋  佑典 26 17 三宅  将平 22

出身 愛知工大名電高校→愛知工業大学 出身 比叡山高校→龍谷大学

選手 おおたに　ゆいと Age ★内定 まつもと　ゆうすけ Age

7 大谷  唯斗 24 21 松本  祐介 21

出身 皇學館高校→愛知淑徳大学 出身 湘南工科大付属高校→筑波大学

選手 とうち　ゆうすけ Age ★内定 えごし　けいご Age

8 戸内  佑亮 23 29 江越  恵伍 21

出身 村野工業高校→関西学院大学 出身 淑徳巣鴨高校→日本大学

総監督・



◆チーム名 ◆チームロゴ

 トヨタ自動車

監督 ふくだ　あきのり 選手 たむら　たいき Age

福田　昭典 2 田村　汰稀 23

出身 前沢高校

コーチ ふかお　じゅん 選手 たにぐち　りょうま Age

深尾　淳 17 谷口　諒真 22

出身 金沢市立工業高校

マネジャー わだ　しゅん 選手 みやぎ　こうたろう Age

和田　瞬 1 宮城　恒太郎 24

出身 岡山大学

選手 かに　しゅんや Age 選手 てらい　ひょうま Age

10 可児　駿弥 24 6 寺井　彪真 20

出身 名経大市邨高校 出身 東大阪大学柏原高校

選手 なりた　たいせい Age 選手 わかばやし　よしあき Age

12 成田　大誠 24 7 若林　由亮 20

出身 函館工業高校 出身 聖ウルスラ学院英智高校

選手 こさか　ゆうや Age 選手 こうべ　そうま Age

15 小坂　優也 24 5 河邊　颯真 19

出身 八代東高校 出身 名経大市邨高校

選手 えびさわ　としき Age 選手 はらい　やまと Age

11 海老澤　年幾 24 4 原井　大虎 19

出身 聖ウルスラ学院英智高校 出身 坂出工業高校


