
（2019.8.12現在）
氏名 所属

宮田　知 明治大学

太山 新一 東京ガス

1 中川 蒼生 明治大学

2 久保庭 昌太郎 明治大学

3 山下 翼 早稲田大学

4 鵜飼 慎之介 東京ガス

5 大野 誠弥 早稲田大学

⑥ 安部 雄貴 東京ガス

7 三原 広之 東京ガス

8 鈴木 修平 東京ガス

9 小野田 泰良 東京ガス

10 森下 雄太 東京ガス

11 松尾 賢治 東京ガス

12 鵜飼 聡太 明治大学

13 望月 慎之介 慶應義塾大学

14 大堀 洋輝 東京ガス

15 清水 拓登 早稲田大学

16 遠藤 錬 東京ガス

17 金田 翼 東京海上日動火災保険

18 小山 大貴 Metro tokyo HC
徳島 竜太 Metro tokyo HC
林 正己 東京ガス

吉田　一男 東京農業大学

1 大野 結花 BraveFox

2 島村 陽郁 東京ヴェルディホッケーチーム

3 中根 由季 東京農業大学

4 國友 萌果 BraveFox

5 今岡 知加 メトロmixホッケーチーム

6 永岡 ゆう 東京農業大学

7 島津 由海子 学習院大学

⑧ 瀧澤 育未 東京ヴェルディホッケーチーム

9 中村 智里 学習院大学

10 村上 冴来 東京農業大学

11 井上 燦 東京ヴェルディホッケーチーム

12 松井 晴香 メトロmixホッケーチーム

13 石丸 亜希子 メトロmixホッケーチーム

14 稲田 くるみ 東京ヴェルディホッケーチーム

15 山崎 ほのか BraveFox

16 松原 由香子 メトロmixホッケーチーム

17 石上 桂子 BraveFox

18 寺重 侑希 メトロmixホッケーチーム
岡崎 太一 個人登録
山中 潤子 個人登録
坂本 有里 個人登録

宮林 聰光 丸紅（株）ホッケーチーム

1 林 聖真 早稲田大学高等学院

2 小比類巻 周 早稲田大学高等学院

3 大多田 一真 早稲田大学高等学院

4 田中 悠二郎 学習院高等科

⑤ 池田 大翔 早稲田大学高等学院

6 米山 怜央 学習院高等科

7 清原 琉介 早稲田大学高等学院

8 加藤 航太 早稲田大学高等学院

9 山田 和輝 早稲田大学高等学院

10 上野 里恩 早稲田大学高等学院
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11 小池 泰斗 学習院高等科

12 清水 伊織 成城学園高等学校

13 和田 風馬 早稲田大学高等学院

14 大坂 真斗 早稲田大学高等学院

15 國井 大地 東京学芸大学附属高等学校

16 田中 嵩人 学習院高等科

17 池田 周史 成城学園高等学校

18 保坂 航希 早稲田大学高等学院
髙根 智廉 慶應義塾大学
青木 孝臣 個人登録
右川 誠治 学習院高等科

右川 誠治 学習院高等科

1 本田 結乙 東京学芸大学附属高等学校

2 羽田 サラ 成城学園高等学校

③ 奥村 優果 成城学園高等学校

4 森田 息吹 東京学芸大学附属高等学校

5 山藤 あずさ 成城学園高等学校

6 飯田 麻鈴 成城学園高等学校

7 北中 陽満里 東京学芸大学附属高等学校

8 間正 百香 成城学園高等学校

9 源河 史歩 成城学園高等学校

10 名倉 薫子 成城学園高等学校

11 德田 綾 成城学園高等学校

12 三宅 佳穂 東京学芸大学附属高等学校

13 矢口 未於乃 東京学芸大学附属高等学校

14 鈴木 萌衣 東京学芸大学附属高等学校

15 島田 咲愛 東京学芸大学附属高等学校

16 樋口 明日 東京学芸大学附属高等学校

17 井谷 聡希子 東京学芸大学附属高等学校

18 山本 愛弓 成城学園高等学校
三宅 正美 個人登録
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