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氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
51 中西 真知子 なかにし まちこ ベストアメニティ 34 1976/09/19
52 西 麻依子 にし まいこ 湘南ベルマーレ 25 1984/10/12
53 﨑本 智子 さきもと ともこ 日本食研 27 1983/01/28
54 高橋 侑子 たかはし ゆうこ 東京ヴェルディ 19 1991/08/27
55 浅沼 美鈴 あさぬま みすず 茨城県協会 29 1981/04/03
56 蔵本 葵 くらもと あおい 早稲田大学／学連 22 1988/09/11
57 川島 えり かわしま えり 愛媛県協会 23 1986/12/06
58 大松 沙央里 おおまつ さおり 愛知県協会 28 1982/01/06
59 播田実 友香 はたみ ゆか 東京ヴェルディ 24 1986/04/20
60 奥脇 早織 おくわき さおり 日本体育大学／学連 18 1991/11/25
61 可児 佳菜子 かに かなこ 筑波大学／学連 23 1987/03/27
62 広瀬 瑛美 ひろせ えみ 東北福祉大学／学連 22 1987/10/04
63 高嶺 直美 たかみね なおみ 東京都連合 23 1986/11/28
64 西田 百絵 にしだ ももえ 学習院大学／学連 22 1988/08/23
65 石井 麻実 いしい まみ 日本体育大学／学連 21 1988/10/18
66 川崎 由理奈 かわさき ゆりな 明治大学／学連 24 1986/08/10
67 柴崎 亜里沙 しばさき ありさ 東京都連合 23 1986/10/19

氏名 ふりがな 所属 年齢 生年月日
1 山本 良介 やまもと りょうすけトヨタ車体 31 1979/05/17
2 佐藤 治伸 さとう はるのぶ 日本食研 31 1979/01/15
3 若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ湘南ベルマーレ 23 1986/11/20
4 遠藤 樹 えんどう たつき 東京都連合 20 1990/03/04
5 小池 賢 こいけ けん 稲毛インター 31 1978/12/26
6 長谷川 裕一 はせがわ ゆういち稲毛インター 25 1985/05/08
7 古谷 純平 ふるや じゅんぺいブレイブ北摂ヤオロジック 19 1991/05/18
8 田山 寛豪 たやま  ひろかつ NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員 28 1981/11/12
9 工藤 駿 くどう しゅん チームケンズ練習生 19 1990/10/01
10 益田 大貴 ますだ だいき 湘南ベルマーレ 30 1980/01/25
11 原田 隆史 はらだ たかふみ 神奈川県連合 33 1976/11/10
12 森田 達也 もりた たつや 千葉県連合 37 1973/07/28
13 上村 昌志 かみむら まさし 仙台大学／学連 22 1988/06/05
14 岡野 祐作 おかの ゆうさく 中京大学／学連 22 1988/05/05
15 早野 貴士 はやの たかし 神奈川県連合 23 1987/06/03
16 堤 啓 つつみ ひろし 専修大学／学連 19 1991/03/01
17 石橋 健志 いしばし たけし 同志社大学／学連 21 1989/08/26
18 櫛田 宣善 くしだ のぶよし 愛知県協会 26 1983/11/16
19 山口 伸治 やまぐち  しんじ 広島県協会 31 1979/03/09
20 柳井 賢太 やない けんた 神奈川県連合 24 1986/06/16
21 伊藤 寿 いとう ひさし 愛知県協会 28 1982/08/13
22 岩井 信二 いわい しんじ 愛媛県協会 28 1981/10/16
23 廣冨 真也 ひろとみ しんや 大阪府協会 31 1979/05/21
24 中塚 貴文 なかつか たかふみ同志社大学／学連 20 1990/03/09
25 梅田 祐輝 うめだ ゆうき 埼玉県連合 25 1985/02/13
26 原田 雄太郎 はらだ ゆうたろう 東京都連合 29 1981/02/13
27 野崎 弘亮 のざき ひろあき 早稲田大学／学連 22 1988/05/04
28 細川 慧 ほそかわ さとし 仙台大学／学連 20 1989/09/28
29 経澤 耕達 つねざわ こうたつ茨城県協会 33 1977/01/14
30 東野 翔 ひがしの しょう 大阪府協会 26 1984/08/27
31 三沢 源輝 みさわ げんき 大東文化大学／学連 22 1988/07/24
32 今井 隆生 いまい たかお 学連 20 1990/08/31
33 松田 航介 まつだ こうすけ 東京都トライアスロン連合 24 1985/12/19
34 有冨 弘朗 ありとみ ひろあき 学連 20 1989/10/30
35 立花 勝 たちばな まさる 新潟県連合 27 1982/10/02
36 中原 康雄 なかはら やすお 仙台大学／学連 22 1987/12/17
37 加藤 友啓 かとう ともひろ 東京都連合 39 1971/07/11
38 三村 弘一 みむら ひろかず 同志社大学／学連 19 1990/10/05
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39 伊集院 智人 いじゅういん ともひと学習院大学／学連 22 1988/07/19
40 長谷川 健 はせがわ けん 山形県協会 29 1981/08/23
41 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 日本体育大学／学連 21 1989/04/30
42 細田 貴茂 ほそだ たかし 埼玉県連合 20 1989/12/27
43 風戸 哉男 かざと やお 日本大学／学連 22 1988/06/01
44 安田 巧 やすだ たくみ 近畿大学／学連 20 1989/10/10
45 岡田 優 おかだ まさる 千葉県連合 32 1978/08/03


