
平成 26年 5月 25日

各位

関東ラグビーフットボール協会 女子委員会

U18香港女子代表遠征

対戦スケジュール・対戦メンバーについて

新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は関東協会女子委員会の活動に対し多大なるご理解、

ご協力を賜りありがとうございます。U18香港女子代表遠征が決定し、対戦日時、メンバーが決まりましたので、お

知らせいたします。

対戦日程：第 1戦：2014 年 5月 29日（木）VS U18 関東女子代表 @江戸川区陸上競技場

第 2戦：2014 年 6月 1日（日）VS 関東・関西合同 @東京辰巳の森ラグビー場

試合内容：U18 香港女子選手、U18 日本女子選手による 15 人制試合（30 分ハーフ）

第 1戦：2014 年 5 月 29日（木）VS U18 関東女子代表 @江戸川区陸上競技場

    13:30 アップ開始

    14:30 キックオフ（30 分ハーフ）

    

U18 関東女子代表選手

NO 選手名 学校名（チーム名） クラブチーム名 学 年 所属県

1 内山 真希奈 國學院大學栃木 ３年 栃木

2 佐藤 優 県立我孫子 ３年 千葉

3 曽根田 詩歩 相洋 神奈川 PRINCESS ３年 神奈川

4 新原 響 東海大学付属相模 ３年 神奈川

5 廣田 美弥 県立長野工業 ３年 長野

6 本堂 杏実 日体桜華 ３年 東京

7 井澤 さくら 県立佐野 ２年 栃木

8 塩崎 優衣 都立青山 神奈川 PRINCESS ２年 東京

9 清水 咲良 横浜隼人 神奈川 PRINCESS ２年 神奈川

10 清水 麻有 東京農業大学第二 ２年 群馬

11 鈴木 彩夏 県立我孫子 ２年 千葉

12 竹内 彩貴 大東文化大学第一 ２年 東京

13 中野 凪沙 正智深谷 ２年 埼玉

14 西村 あかり 正智深谷 ２年 埼玉

15 橋本 亜美 県立我孫子 ２年 千葉

16 バティヴァカロロ ライチェル 海遥 都立板橋有徳 ２年 東京

17 福嶋 涼子 県立佐野 ２年 栃木

18 山本 彩乃 県立我孫子 ２年 千葉

19 綿引 亜衣 県立勝田 ２年 茨城

20 川本 りな 大東文化大学第一 １年 東京

21 久保 光里 佐野日本大学 １年 栃木

22 須田 澪奈 明和県央 １年 群馬

23 津久井 桜己 県立太田女子 東毛ワイルドナイツ １年 群馬

24 宗像 恵 麗澤 １年 千葉



スタッフ：監督：小泉 幸一（関東協会女子委員会、我孫子高校）

トレーナー：小林 清晃（流山おおたかの森高校）、田中 彩乃（日本協会メディカル委員会）

総務：渡辺 清史（関東高体連女子担当、鎌ヶ谷高校）

第 2戦：2014 年 6 月 1日（日）VS 関東・関西合同 @東京辰巳の森ラグビー場

    12:00 練習開始

    15:00 キックオフ（30 分ハーフ）

    

関東・関西合同選手

NO 選手名 学校名（チーム名） クラブチーム名 学 年 所属県

1 内山 真希奈 國學院大學栃木 ３年 栃木

2 佐藤 優 県立我孫子 ３年 千葉

3 新原 響 東海大学付属相模 ３年 神奈川

4 本堂 杏実 日体桜華 ３年 東京

5 庵奥 里愛 神戸甲北 ３年 兵庫

6 岩本 美穂 石見智翠館 ３年 島根

7 山本 久代 神戸甲北 ３年 兵庫

8 西岡 真里奈 石見智翠館 ３年 島根

9 石渡 汐織 名古屋レディース ３年 愛知

10 牧野 和 神戸甲北 ３年 兵庫

11 名倉 ひなの 神戸甲北 ３年 兵庫

12 齊藤 未奈 石見智翠館 ３年 島根

13 永井 彩乃 石見智翠館 ２年 島根

14 井澤 さくら 県立佐野 ２年 栃木

15 塩崎 優衣 都立青山 神奈川PRINCESS ２年 東京

16 清水 咲良 横浜隼人 神奈川PRINCESS ２年 神奈川

17 清水 麻有 東京農業大学第二 ２年 群馬

18 鈴木 彩夏 県立我孫子 ２年 千葉

19 立華 未来 神戸甲北 ２年 兵庫

20 橋本 亜美 県立我孫子 ２年 千葉

21 バティヴァカロロ ライチェル 海遥 都立板橋有徳 ２年 東京

22 福嶋 涼子 県立佐野 ２年 栃木

23 黒川 碧 石見智翠館 ２年 島根

24 辰巳 千亜希 石見智翠館 ２年 島根

スタッフ：総監督：萩本 光威（(株)神戸製鋼所）、HC：小泉 幸一（関東協会女子委員会、我孫子高校）

トレーナー：小林 清晃（流山おおたかの森高校）、田中 彩乃（日本協会メディカル委員会）

総務：渡辺 清史（関東高体連女子担当、鎌ヶ谷高校）


