
NO.1 NO.2

ポジション：SO/CTB ポジション：LO
名前：左海　達也 名前：向井　史
よみがな：さかい　たつや よみがな：むかい　ちかし
学年：４年 学年：4年
出身校：御所実業 出身校：海星
身長：１６８ 身長：１７８
体重：８３ 体重：８９
役職：主将/寮長 役職：副主将/イベント・アパレルリーダー

NO.3 NO.4

ポジション：CTB ポジション：FL
名前：海野　翔 名前：八木　宏明
よみがな：うんの　しょう よみがな：やぎ　ひろあき
学年：4年 学年：4年
出身校：日進西 出身校：星城
身長：１７３ 身長：１７０
体重：７５ 体重：７３
役職：副主将/主務 役職：FWリーダー/S&Cリーダー



NO.5 NO.6

ポジション：CTB ポジション：PR
名前：日比野　岳起 名前：楳田　将貴
よみがな：ひびの　がくき よみがな：うめだ　しょうき
学年：4年 学年：3年
出身校：栄徳 出身校：御所実業
身長：１７３ 身長：１６９
体重：８１ 体重：９２
役職：BKリーダー/環境リーダー 役職：環境

NO.7 NO.8

ポジション：PR ポジション：HO/PR
名前：伊波　興太 名前：吉田　郁也
よみがな：いは　こうた よみがな：よしだ　ふみや
学年：3年 学年：3年
出身校：名護 出身校：海星
身長：１７３ 身長：１７１
体重：１１５ 体重：９３
役職：副務/学年リーダー 役職：寮長



NO.9 NO.10 

ポジション：HO ポジション：LO/FL
名前：斧田　亮哉 名前：的場　功太
よみがな：おのだ　りょうや よみがな：まとば　こうた
学年：3年 学年：3年
出身校：岐阜聖徳 出身校：松山城南
身長：１７０ 身長：１７６
体重：９０ 体重：８８
役職：買い出しリーダー 役職：環境

NO.11 NO.12

ポジション：FL ポジション：NO8/FL
名前：中村　一貴 名前：宮城　吉平
よみがな：なかむら　かずき よみがな：みやぎ　きっぺい
学年：3年 学年：3年
出身校：長崎南山 出身校：御所実業
身長：１７２ 身長：１７１
体重：７４ 体重：８６
役職：環境 役職：データ管理



NO.13 NO.14

ポジション：SH ポジション：CTB
名前：服部　航平 名前：新宅　泰奎
よみがな：はっとり　こうへい よみがな：しんたく　たいけい
学年：3年 学年：3年
出身校：豊橋工業 出身校：御所実業
身長：１７３ 身長：１７０
体重：７７ 体重：８３
役職：ジャージ係リーダー 役職：環境

NO.15 NO.16

ポジション：WTB ポジション：FB/WTB
名前：松元　涼太 名前：吉川　晨
よみがな：まつもと　りょうた よみがな：よしかわ　しん
学年：3年 学年：3年
出身校：名古屋工業 出身校：飯田長姫
身長：１７８ 身長：１７３
体重：７３ 体重：７２
役職：テクニカルリーダー 役職：主務/学年リーダー



NO.17 NO.18

ポジション：PR/HO ポジション：PR/HO
名前：酒井　瞭 名前：川口　海音
よみがな：さかい　りょう よみがな：かわぐち　かいと
学年：２年 学年：２年
出身校：海星 出身校：三好
身長：１６８ 身長：１７０
体重：８７ 体重：１１８
役職：学年リーダー/ジュニアコミッティー 役職：環境/テクニカル

NO.19 NO.20 

ポジション：FL/LO ポジション：FL/LO
名前：大池　奏太 名前：松原　明良
よみがな：おおいけ　そうた よみがな：まつばら　あきら
学年：２年 学年：２年
出身校：西陵 出身校：瀬戸西
身長：１７５ 身長：１７５
体重：７１ 体重：７８
役職：データ管理 役職：環境



NO.21 NO.22

ポジション：SH/SO ポジション：CTB/WTB
名前：牧山　巧樹 名前：征矢野　勇海
よみがな：まきやま　こうき よみがな：そやの　いさみ
学年：２年 学年：２年
出身校：御所実業 出身校：飯田長姫
身長：１７３ 身長：１７３
体重：７９ 体重：８３
役職：副務/学年リーダー/ジュニアコミッティー役職：寮長/テーピング・プロテイン

NO.23 NO.24

ポジション：WTB/FB ポジション：PR
名前：川村　翔吾 名前：清谷　優斗
よみがな：かわむら　しょうご よみがな：せいや　ゆうと
学年：２年 学年：１年
出身校：御所実業 出身校：名南工業
身長：１７２ 身長：１７０
体重：７４ 体重：１０４
役職：イベント・アパレル 役職：データ管理/寮長



NO.25 NO.26

ポジション：PR/HO ポジション：FL
名前：竹内　颯一郎 名前：中島　育也
よみがな：たけうち　そういちろう よみがな：なかしま　いくや
学年：１年 学年：１年
出身校：興国 出身校：栄徳
身長：１６８ 身長：１７０
体重：９１ 体重：７９
役職：S＆C/テーピング・プロテイン 役職：ジャージ管理

NO.27 NO.28

ポジション：FL ポジション：FL/NO.8
名前：犬飼　大道 名前：後藤　太陽
よみがな：いぬかい　ひろみち よみがな：ごとう　たいよう
学年：１年 学年：１年
出身校：星城 出身校：御所実業
身長：１６０ 身長：１６９
体重：７１ 体重：７９
役職：S&C 役職：環境/買い出し



NO.29 NO.30

ポジション：WTB ポジション：WTB
名前：幸村　一摩 名前：坂口　大樹
よみがな：こうむら　かずま よみがな：さかぐち　ひろき
学年：１年 学年：１年
出身校：名古屋工業 出身校：須坂東
身長：１６７ 身長：１６２
体重：６６ 体重：６３
役職：テクニカル 役職：ジャージ管理/寮長

NO.31 NO.32

ポジション：WTB/CTB ポジション：CTB/WTB/FB
名前：藤田　昂也 名前：鈴木　良太
よみがな：ふじた　こうや よみがな：すずき　りょうた
学年：１年 学年：１年
出身校：日進西 出身校：御所実業
身長：１７２ 身長：１６１
体重：７０ 体重：７７
役職：環境 役職：イベント・アパレル



NO.33 NO.34

ポジション：マネージャー ポジション：マネージャー
名前：岡本　由依 名前：夏目　真奈実
よみがな：おかもと　ゆい よみがな：なつめ　まなみ
学年：3年 学年：２年
出身校：三好 出身校：豊川
役職：運営/会計 役職：内務

NO.35 NO.36

ポジション：マネージャー ポジション：マネージャー
名前：玉井　さくら 名前：竹内　莉絵
よみがな：たまい　さくら よみがな：たけうち　りえ
学年：２年 学年：２年
出身校：洲本 出身校：知立
役職：メディカル/買い出し 役職：広報/イベント・アパレル


