
2009.6.10現在
氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日

1 佐藤 優香 さとう ゆか 日本橋女学館高等学校 17 1992/01/18
2 山本 奈央 やまもと なお チームケンズジュニア 18 1991/02/23
3 田中 敬子 たなか けいこ NTT東日本・NTT西日本／スカイタワー58 24 1984/10/14
4 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 東京ヴェルディ 17 1991/08/27
5 大松 沙央里 おおまつ さおり トヨタ車体 27 1982/01/06
6 太田 麻衣子 おおた まいこ 稲毛インター 24 1985/03/16
7 伊藤 弥生 いとう やよい ウィングスＴＣ 22 1987/03/13
8 古川 翔子 ふるかわ しょうこ 東京ヴェルディ 18 1990/10/22
9 知花 果林 ちばな かりん チームゴーヤー 17 1992/05/21
10 福田 慶 ふくだ けい 日本大学豊山女子高等学校 17 1992/04/24
11 福元 愛 ふくもと あい ジェイエフケイ 16 1992/08/31
12 三浦 彩夏 みうら あやか ティーミウラ・ガレージワークス 15 1993/07/26
13 佐藤 千佳 サトウ チカ 神奈川県連合 23 1986/01/09
14 阿部 絵美 あべ えみ 神奈川県連合 24 1984/12/25
15 斉藤 莉咲 さいとう りさ 埼玉県連合 18 1990/07/17
16 伊藤 喜志子 いとう きしこ 学連 19 1989/09/14
17 藪内 里美 やぶうち さとみ 千葉県連合 20 1989/05/05
18 境 優希 さかい ゆうき 学連 18 1990/07/19
19 佐藤 志帆 さとう しほ 福島県協会 15 1993/11/09
20 柴崎 亜里沙 しばさき ありさ 日本体育大学／学連 22 1986/10/19
21 伊藤 晃子 いとう あきこ 埼玉県連合 23 1985/12/17
22 平出 美雨 ひらいで みう 沖縄県連合 21 1988/06/04
23 野田 純那 のだ じゅんな 熊本県連合 16 1993/05/26

氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
1 椿 浩平 つばき こうへい チームブレイブ 17 1991/12/23
2 工藤 駿 くどう しゅん チームケンズ 18 1990/10/01
3 大谷 真史 おおたに しんじ チームゴーヤー 18 1990/11/05
4 澤瀉 大樹 おもだか だいき 大阪体育大学／学連 19 1990/04/01
5 眞繼 健太 まつぐ けんた チームケンズ京都 18 1990/12/25
6 小林 晃久 こばやし あきひさ チームケンズ京都 16 1992/10/09
7 小池 賢 こいけ けん 千葉県連合 30 1978/12/26
8 西崎 昌宏 にしざき まさひろ 東京都連合 27 1982/05/15
9 中込 英夫 なかごめ ひでお 神奈川県連合 42 1967/04/27
10 相田 博幸 あいだ ひろゆき 千葉県連合 34 1975/03/15
11 遠藤 樹 えんどう たつき 東京都連合 19 1990/03/04
12 品田 健 しなだ まさる 埼玉県連合 29 1979/08/03
13 青山 太一 あおやま たいち 神奈川県連合 32 1976/09/05
14 阿部 有希 あべ ゆうき 福島県協会 15 1993/11/12
15 久保埜 勇貴 くぼの ゆうき 北海道連合 16 1992/09/30
16 金井 悠二 かない ゆうじ 千葉県連合 24 1984/12/14
17 郡 恵樹 こおり さとき 学連 20 1989/03/26
18 原田 雄紀 はらだ　ゆうき 専修大学／学連 22 1987/05/01
19 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 大阪府協会 18 1991/05/18
20 佐藤 拓弥 さとう たくみ 埼玉県連合 15 1993/07/04
21 山崎 太陽 やまさき たいよう 愛知県協会 15 1993/08/25
22 斉藤 翔 さいとう しょう 埼玉県連合 18 1990/07/17
23 石橋 健志 いしばし たけし 学連 19 1989/08/26
24 大島 駿平 おおしま しゅんぺい 北海道連合 17 1992/06/15
25 長谷川 裕一 はせがわ ゆういち 神奈川県連合 24 1985/05/08
26 土井 政英 どい まさひで 愛知県協会 16 1993/02/11
27 板橋 大輔 いたばし だいすけ 学連 23 1985/11/09
28 風戸 哉男 かざと やお 学連 21 1988/06/01
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