
<女子>出場チーム・選手・監督・チームスタッフ一覧

第1シード 第2シード 第3シード 第4シード

ﾁｰﾑ
名 秀明大学 日体クラブ 秀明英光高等学校 秀明水球クラブ

1 GK 渡部　歩美 ワタナベ　アユミ GK 三浦　里佳子 ミウラ　リカコ GK 川田代　悠花 カワタシロ　ユウカ GK 塩谷　南美 シオヤ　ミナミ

2 坂上　千明 サカノウエ　チアキ 細谷　香奈 ホソヤ　カナ 工藤　恭子 クドウ　キョウコ 中田　萌 ナカタ　モエ

3 鈴木　琴莉 スズキ　コトリ 大山　美咲 オオヤマ　ミサキ 西山　風花 ニシヤマ　フウカ 吉里　優香 ヨシザト　ユウカ

4 野呂　美咲季 ノロ　ミサキ 島田　こころ シマダ　ココロ 渋谷　紗代 シブヤ　サヨ 齊藤　葵 サイトウ　アヲイ

5 稲場　朱里 イナバ　アカリ 飯田　鈴可 イイダ　レイカ 大川　さくら オオカワ　サクラ 小川　栞璃 オガワ　シオリ

6 山本　実乃里 ヤマモト　ミノリ 新澤　由貴 ニイザワ　ユキ 田熊　凪紗 タグマ　ナギサ 風間　祐李 カザマ　ユリ

7 寺方　千晶 テラカタ　チアキ 羽角　萌香 ハスミ　モエカ 橋田　舞子 ハシダ　マイコ 栗原　舞 クリハラ　マイ

8 松浦　優花 マツウラ　ユウカ 宮本　愛永 ミヤモト　マナエ 髙橋里佳子 タカハシ　リカコ 佐々木　圭菜 ササキ　カナ

9 山本　彩乃 ヤマモト　アヤノ 河口　華子 カワグチ　カコ 井上　萌々 イノウエ　モモ 吉見　ひより ヨシミ　ヒヨリ

10 岩野　夏帆 イワノ　カホ 坂井　玲南 サカイ　レイナ 小林　鈴々音 コバヤシ　スズネ 庄島　芙己 ショウジマ　フイ

11 野々村　悠名 ノノムラ　ハルナ 設楽　ひかる シタラ　ヒカル 砂邊　亜衣 スナベ　アイ

12 吉里　美優 ヨシザト　ミユ 中村　瑚々 ナカムラ　ココ

13 GK GK 皆川　佳誉 ミナガワ　カヨ GK 手坂　心乃 テサカ　ココノ GK 野元　裕世 ノモト　ヒロヨ

14 檀野　朱里 ダンノ　アカリ

15 宮本　好花 ミヤモト　コノカ

監督 加藤英雄 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 塩田義法 シオタヨシノリ 濵田　卓 ﾊﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 大川さや香 オオカワ サヤカ
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ﾁｰﾑ
名 東女体大クラブ 稲泳会 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝｳｫｰﾀｰﾎﾟﾛｸﾗﾌﾞ柏崎 藤村

1 GK 鈴木　咲子 スズキ　サキコ GK 松岡　美有 マツオカ　ミユウ GK 梅田　優子 ウメダ　ユウコ GK 坂本　梨歩 サカモト　リホ

2 治田　紫織 ハルタ　シオリ 小泉　まお コイズミ　マオ 小出　未来 コイデ　ミク 長谷川　雛子 ハセガワ　ヒナコ

3 泉　亜季 イズミ　アキ 河村　南風見 カワムラ　ハイミ 羽田　瑛子 ハネダ　エイコ 相良　和音 サガラ　カズネ

4 有馬　優美 アリマ　ユウミ 徳用　万里奈 トクモト　マリナ 長谷川　陽子 ハセガワ　ヨウコ 川口　海央 カワグチ　ミオ

5 山﨑　千夢 ヤマザキ　チユメ 百田　恵梨花 モモダ　エリカ

オー
スト
ラリ
ア

Bronwen Knox ブロンウェン・ノックス 森田　真由 モリタ　マユ

6 和多田　飛鳥 ワタダ　アスカ 管野　瑛生 カンノ　エイミ

オー
スト
ラリ
ア

Danielle Morrissey ダニエレ・モリッシー 佐藤　奈緒乃 サトウ　ナオノ

7 吉澤　クララ ヨシザワ　クララ 斎藤　萌風 サイトウ　モカ 作野　美玖 サクノ　ミク 大竹　いこい オオタケ　イコイ

8 橋口　明希 ハシグチ　ミツキ 斎藤　有寿 サイトウ　アリス 梅村　香穂 ウメムラ　カホ 小関　晴香 オゼキ　ハルカ

9 立川　直喜 タチカワ　ナオキ 松本　桃子 マツモト　モモコ 飛鳥井　真生 アスカイ　マオ 中村　真海 ナカムラ　マヒロ

10 角田　楓佳 ツノダ　フウカ 土屋　セナ ツチヤ　セナ 新藤　汐砂 シントウ　ナギサ 天田　琴視 アマダ　コトミ

11 橋本　みのり ハシモト　ミノリ 塗師　葵 ヌシ　アオイ 井上　すず イノウエ　スズ 諏訪部　早紀 スワベ　サキ

12 中野　由美 ナカノ　ユミ 榎本　有希 エノモト　ユキ 前野　理緒 マエノ　リオ 須藤　千星 ストウ　チホ

13 GK 青木　美友 アオキ　ミユウ GK 武蔵　優希 ムサシ　ユウキ GK 宮川　華音 ミヤガワ　カオ GK 野田　茉波 ノダ　マナミ

14 佐藤　凛瑠 サトウ　リル 吉井　志織 ヨシイ　シオリ

15 奥田　麗 オクダ　ウララ

監督 浅見　奈央 アサミ ナオ 保田　万里 ヤスダ　マリ 布目　敬悟 ヌノメ　ケイゴ 小林　大祐 コバヤシ ダイスケ
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大金　ユリカ 福元　寿夫・山本　柚葉 岡田　学

上岡　尚代・井上　美香 小菅　亨 上岡　尚代・井上　美香

泉尾　麻貴子・川﨑　奈美枝 地平　達郎 柴原　吉輝・栗林　弘至・小沼　優大

安本　智恵 飯塚　哲司 高橋　利一 安本　智恵


