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氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日

61 川島 えり かわしま えり 日本食研 25 1986/12/6
62 西 麻依子 にし まいこ 湘南ベルマーレ 27 1984/10/12
63 佐藤 千佳 さとう ちか 神奈川県連合 25 1986/1/9
64 竹元 久美子 たけもと くみこ 愛知県協会 28 1983/01/12
65 福田 慶 ふくだ けい チームケンズジュニア 19 1992/04/24
66 佐藤 志帆 さとう しほ 福島県協会 18 1993/11/09
67 中西 真知子 なかにし まちこ 大阪府協会 35 1976/09/19
68 近藤 なつき こんどう なつき 立命館大学／学連 22 1989/11/11
69 高嶺 直美 たかみね なおみ 東京都連合 25 1986/11/28
70 伊藤 喜志子 いとう きしこ 日本大学／学生連合 22 19890/9/14
71 可児 佳菜子 かに かなこ 神奈川県連合 24 1987/03/27
72 川嶋 七彩 かわしま ななせ 順天堂大学／学連 22 1989/06/18
73 上北 綾乃 かみきた あやの 近畿大学／学連 20 1991/11/09
74 加藤 友里恵 かとう ゆりえ 千葉県連合 24 1987/01/27
75 石井 麻実 いしい まみ 東京都連合 23 1988/10/18

氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
1 平野 司 ひらの つかさ 稲毛インター 28 1983/04/28
2 若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ 湘南ベルマーレ 25 1986/11/20
3 平松 幸紘 ひらまつ ゆきひろ 日本食研 28 1983/10/19
4 外山 高広 とやま たかひろ 東京ヴェルディ 28 1983/10/18
5 堤 啓 つつみ ひろし 専修大学／学連 20 1991/03/01
6 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 日本体育大学／学連 22 1989/04/29
7 井上 亮 いのうえ りょう 京都府立医科大学／学連 27 1984/03/22
8 小池 賢 こいけ けん 千葉県連合 33 1978/12/26
9 犬童 太一 いぬどう たいち 東京都連合 28 1983/03/31
10 井上 一輝 いのうえ かずき 東京都連合 29 1982/10/17
11 福井 英郎 ふくい ひでお トヨタ車体 34 1977/09/25
12 長谷川 裕一 はせがわ ゆういち 神奈川県連合 26 1985/05/08
13 石橋 健志 いしばし たけし 同志社大学／学連 22 1989/08/26
14 三沢 源輝 みさわ げんき 東京都連合 23 1988/07/24
15 長谷川 健 はせがわ けん 山形県協会 30 1981/08/23
16 早野 貴士 はやの たかし 東京都連合 24 1987/06/03
17 梅田 祐輝 うめだ ゆうき 埼玉県連合 26 1985/02/13
18 伊藤 寿 いとう ひさし 愛知県協会 29 1982/08/13
19 柳井 賢太 やない けんた 神奈川県連合 25 1986/06/16
20 上村 昌志 かみむら まさし 栃木県協会 23 1988/06/05
21 山口 伸治 やまぐち しんじ 広島県協会 32 1979/03/03
22 櫛田 宣善 くしだ のぶよし 愛知県協会 28 1983/11/16
23 原田 隆史 はらだ たかふみ 神奈川県連合 35 1976/11/10
24 森田 達也 もりた たつや 千葉県連合 38 1973/07/28
25 経澤 耕達 つねざわ こうたつ 茨城県協会 34 1977/01/14
26 有冨 弘朗 ありとみ ひろあき 日本大学／学連 22 1989/10/30
27 今井 隆生 いまい たかお 日本体育大学／学連 21 1990/08/31
28 三村 弘一 みむら ひろかず 同志社大学／学連 21 1990/10/05
29 細川 慧 ほそかわ さとし 仙台大学／学連 22 19890/9/28
30 飛田 祐志 とびた ゆうじ 茨城大学／学連 22 1989/04/25
31 梶田 洋平 かじた ようへい 神奈川県連合 26 1985/10/18
32 桶谷 祐輝 おけたに ゆうき 島根県協会 23 1988/05/30
33 樋口 玲士 ひぐち れいし 福岡県合 29 1982/07/26
34 蔭山 健介 かげやま けんすけ 同志社大学／学連 23 1988/04/27
35 大村 貴則 おおむら たかのり 富山県協会 36 1975/11/20
36 高松 辰雄 たかまつ たつお 日本体育大学／学連 22 1989/04/23
37 内野 雅貴 うちの まさき 明治大学／学連 20 1991/01/26
38 荒木 俊弥 あらき しゅんや 筑波大学／学連 22 1989/01/14
39 保坂 新一郎 ほさか しんいちろう 東海大学／学連 20 1991/02/05
40 楠 直人 くす なおと 神奈川県連合 26 1985/03/10
41 小山 真男 こやま まさお 仙台大学／学連 22 1989/09/24
42 島田 敦史 しまだ あつし 栃木県協会 31 1980/10/18
43 山本 明宜 やまもと あきよし 日本大学／学連 21 1990/09/11
44 佐藤 謙太郎 さとう けんたろう 日本大学／学連 20 1991/06/13
45 前田 隼矢 まえだ しゅんや 兵庫県協会 23 1988/10/03
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46 池 隆礼 いけ たかゆき 沖縄県連合 20 1991/08/27
47 牧野 恵祐 まきの けいすけ 福井県協会 25 1986/04/06
48 新木 大智 あらき たいち 近畿大学／学連 21 1990/12/19
49 笠井 拓馬 かさい たくま 同志社大学／学連 21 1990/06/28
50 木下 洋輔 きのした ようすけ 石川県協会 29 1982/01/18
51 神戸 昌紘 かんべ あきひろ 同志社大学／学連 21 1990/11/24
52 平岡 隆明 ひらおか たかあき 同志社大学／学連 19 1992/09/17


