
氏 名 学年or卒年 所属or出身校 氏 名 学年or卒年 所属or出身校 氏 名 学年or卒年 所属or出身校

赤石 斉之 H16 豊田自動織機シャトルズ 青木 周大 4 慶應義塾 佐田 涼祐 2 早稲田大学

植木 悠治 3 常翔学園 明本 大樹 H24 横河電機 芦谷 勇帆 H26 リコーブラックラムズ

宇佐美裕太 H20 豊田自動織機シャトルズ 石橋 拓也 4 小倉 五十嵐隆介 3 早稲田大学

牛原 寛章 4 佐賀工業 浦野 龍基 4 慶應志木 伊藤平一郎 H25 ヤマハ発動機

榎 真生 H25 NECグリーンロケッツ 大塚 健太 3 國學院久我山 岩井 哲史 H23 中部電力

大椙 慎也 4 國學院久我山 岡 健二 H17 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 呉 泰誠 H26 早稲田大学

尾又 寛汰 2 國學院栃木 小川 優輔 H24 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 大瀧 祐司 H26 早稲田大学

勝木 来幸 4 常翔学園 小山田潤平 4 慶應義塾 川上 力也 H16 リコーブラックラムズ

加納 遼大 4 常総学院 川原健太朗 4 小倉 菅野 朋幸 H18 釜石シーウェイブス

鎌田祐太郎 H22 ホンダヒート 川村 慎 H22 NEC 菊池 悠介 H20 横河武蔵野

小林 航 3 明中八王子 関東 申峻 4 宮古 吉上 耕平 H9 九州電力

齊藤 玄樹 H18 九州電力キューデンヴォルテクス 木口 俊亮 2 仙台第三 清登 明 H22 横河武蔵野

齊藤 剛希 3 筑紫 木原 健裕 4 本郷 佐田 涼祐 2 早稲田大学

佐藤 公彦 2 明大中野 栗原 大介 H24 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 庄村 光史 4 早稲田大学

佐野 亮太 3 流通経済大柏 栗原 徹 H13 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 住友 裕哉 H26 住友商事

秦 一平 H24 ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ 佐藤 耀 3 本郷 千葉 太一 2 早稲田大学

染山 茂範 H25 中国電力 白子雄太郎 4 慶應義塾 土肥 将也 H26 三菱東京UFJ

高野 彬夫 H18 クボタスピアーズ 鈴木 達哉 2 茗渓学園 中尾康太郎 4 早稲田大学

田中 健太 3 大阪桐蔭 出口 桂 3 明善 中鶴 隆彰 H25 サントリーサンゴリアス

田村 熙 3 國學院栃木 仲宗根健太 H24 サントリーサンゴリアス 中野 裕太 H25 神戸製鋼

趙 誠慶 4 大阪朝鮮 中村 敬介 3 慶應義塾 中村 善徳 H14 三菱地所

西橋 誠人 4 桐蔭学園 西出 翼 3 慶應NY 久木元考成 H20 九州電力

濱島 悠輔 H19 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 服部裕一郎 4 國學院久我山 久富 悠介 3 早稲田大学

浜野 達也 2 西陵 廣畑光太朗 H22 九州電力 廣野 晃紀 H26 三菱東京UFJ

林 祥太郎 2 常翔啓光学園 古岡 是道 4 慶應義塾 間島 陸 H26 早稲田大学

日高 健 H16 NECグリーンロケッツ 保坂 梓郎 H23 東京電力 松本 允 H18 中部電力

平井 伸幸 4 桐蔭学園 堀切 厚輝 2 國學院久我山 水野 健人 H26 三井住友銀行

深堀 篤 3 長崎南山 眞鍋 泰明 4 慶應義塾 門田 成朗 3 早稲田大学

古屋 直樹 H25 中部電力 南 篤志 3 清真学園 安江 順 H26 住友不動産

堀米 大地 4 流通経済大柏 皆良田 勝 H20 東京ガス 山岡 篤樹 3 早稲田大学

松浦 康一 3 佐賀工業 矢川 智基 3 清真学園 山川 慶祐 2 早稲田大学

松波 昭哉 4 東福岡 吉田 貴宏 4 本郷 吉井 耕平 H25 中部電力

松橋 周平 3 市立船橋 (50音順) (50音順)

水野 拓人 4 東海大仰星 レフリー

峯岸 大輔 H20 三菱重工相模原ダイナボアーズ 第1試合 13:30 オール慶應義塾大学 対 オール明治大学 雨宮 康順(関東協会)

村井佑太朗 4 秋田工業

村島 亮平 3 常翔啓光学園 第2試合 14:25 オール早稲田大学 対 オール慶應義塾大学 木下 要弥(関東協会)

山本 紘史 H21 東芝ブレイブルーパス

渡辺 義己 H19 ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ 第3試合 15:20 オール明治大学 対 オール早稲田大学 桑原 博文(関東協会)

(50音順)

※ 各試合のメンバーは電光掲示板でご確認ください。

オール明治大学 オール慶應義塾大学 オール早稲田大学


