
背番号 背番号

12 ふじい しゅうと 6 なかの こうへい

13 やまむら あすか 5 くぼた かつみ

11 いせき しんすけ 17 おぐり りょう

7 おうじ たくや 9 きのした こうた

10 たなはし ゆうだい 10 きただ けいし

22 やました けいすけ 11 やまがた しょう

2 しまね かずま 13 ふくい だいすけ

6 さとう けい 4 じんの しん

19 まつだ のぶお 12 まさき こうへい

23 のだ りょうた 20 つだ ごうき

15 まえだ つばさ 22 むね りつき

14 つぼい しょう 21 ないとう ゆうすけ

5 おくなが りょうた 19 おのお よしひろ

20 はら けんたろう 23 ふじわら たけひろ

9 おばた たくや 14 こまつばら ゆずき

21 たつみ としあき 15 しばおか しょうご

登録

番号

登録

番号

1 しらえ りょう 1 いとう まこと

2 いまさき たいが 2 いしはら しんたろう

3 いずみざわ たくや 3 つなしま よしたか

4 さるわたり かずき 4 ふじわら ひろとも

5 よしずみ かいと 5 よつや としひろ

6 さとう しょうへい 6 ながき まさひこ

7 にしもと ゆうき 7 まつやま あきや

8 やすだ だいち 8 みく ぷゆちぷりあん

9 たけなか かずや 9 たぶち よしき

10 のがわ ゆうじ 10 やました たくま

11 なかじま ともや 11 いちおか こうへい

12 くろさわ たかひろ 12 せのお けいすけ

13 たむら たくや 13 でぐち ただし

14 ゆうき しょうた

15 なかじま わたる

16 つちや けいた

【第１プール】

山下　琢磨

市岡　孝平

妹尾　啓助

出口　匡田村　拓也

湯城　翔大

中島　渉

土屋　敬太

岡山クラブ

氏名 よみがな

伊藤　慎

石原　慎太郎

綱嶋　義貴

藤原　弘智

肆矢　俊浩

永木　正彦

松山　玲也

ミク・プユチプリアン

田渕　好貴

安田　大地

竹中　和也

野川　優司

中島　伴也

黒沢　貴博

泉澤　琢哉

猿渡　一起

吉住　魁人

佐藤　翔平

西本　祐樹

ユニチカ

氏名 よみがな

白江　良

今崎　大河

松田　信夫

天理大学

氏名 よみがな

藤井　秀人

山村　飛鳥

井関　信介

王子　拓也

棚橋　優大

山下　慶輔

島根　一磨

佐藤　慶

立見　聡明

関西大学

氏名 よみがな

中野　広平

久保田　勝己

小栗　涼

木下　皓太

北田　圭史

山縣　翔

野田　涼太

前田　翼

坪井　翔

奥長　凌太

原　健太郎

小畑　拓也

小尾　嘉門

藤原　健弘

小松原　柚貴

芝岡　翔吾

福井　大介

神野　心

正木　航平

津田　剛希

宗　立樹

内藤　悠介



登録

番号

背番号

1 やまぐち しゅうへい 7 あさだ りょうた

2 えがね しゅん 14 ふじい ゆうだい

3 ぱく そんす 11 ひがしなか りょうた

4 ひらた ようすけ 21 やまわき しょうへい

5 たかざわ まさのり 15 ほりぐち だいち

6 ごとう まさき 5 やすむら ゆうさく

7 やまもと かける 10 やまぐち りょうじ

8 はらだ けんじ 4 のぼる たいき

9 やすだ たくへい 9 そうま のぞみ

10 たかい ゆうき 6 さとう ゆうと

11 しんや たいち 12 なかむら たいが

12 やまもと ゆうき 2 またえな いえれみあ

13 つるた けいじゅ 3 たんぎぱ たりふぉろふぉら

14 うちだ さいき 22 まるた せいいち

15 かざま じゅん 19 しまもと りょうたろう

16 こうべ しゅうへい 23 おかだ ひろと

登録

番号

登録

番号

1 まえだ いっぺい 1 なかむら けいすけ

2 すすき まさひろ 2 みき ゆうた

3 ばば さとし 3 にのみや しょう

4 ほりうち しょうた 4 かむら たいち

5 はた まさや 5 やまだ としゆき

6 のむら だいき 6 あおやま りょうた

7 ひきち かずたか 7 こすぎ りょう

8 もりしま だいき 8 かめたに あつし

9 ふくもと かずひろ 9 ふくしま すみと

10 おくだ しげる 10 ふくしま ゆうき

11 やまざき めぐる 11 とりはら まさし

12 みやた りょう 12 なかにし けい

13 ますだ けんと 13 ひらおか ともひろ

14 かつやま たかふみ 14 たに しんぺい

15 たに ともや 15 わだ しんや

16 こう やんいる 16 はいばら かずき髙　陽日 拝原　一樹

増田　健人 平岡　知浩

勝山　貴文 谷　晋平

谷　知也 和田　晋也

奥田　茂 福島　勇樹

山﨑　周 鳥原　将司

宮田　遼 中西　圭

引地　一隆 小杉　良

森島　大樹 亀谷　温

福本　一博 福島　清登

堀内　翔太 加村　太一

秦　誠彌 山田　利之

野村　大貴 青山　亮太

前田　一平 中村　圭佑

鈴木　将大 三木　勇太

馬場　聖 二宮　渉

光部　修平 岡田　寛人

大阪ガス 六甲クラブ

氏名 よみがな 氏名 よみがな

鶴田　桂樹 タンキパ・タリフォロフォラ

内田　彩貴 丸田　誠一

風間　淳 嶋本　亮太郎

髙井　勇貴 佐藤　勇斗

新谷　泰一 中村　大雅

山本　雄貴 マタエナ・イエレミア

山本　翔 山口　諒二

原田　健司 曻　泰樹

安田　卓平 相馬　望

平田　洋輔 山脇　菖平

髙澤　正徳 堀口　大地

後藤　雅貴 安村　悠作

山口　修平 浅田　龍太

江金　駿 藤井　雄大

朴　成脩 東中　良太

【第２プール】

同志社大学 摂南大学

氏名 よみがな 氏名 よみがな



登録

番号

登録

番号

1 おぜき けんた 1 きむ すにょん

2 はまだ まさき 2 さめしま かい

3 とい ゆういち 3 やまだ いっぺい

4 こばち りゅうたろう 4 ふさもと たいち

5 たけだ ともひろ 5 しげよし ゆうき

6 うえだ かつき 6 みつはし こうき

7 ひとみ ゆうや 7 いちはし まこと

8 のむら しんたろう 8 くろいし りょうすけ

9 やまうち りょうが 9 かがわ りんと

10 さかもと あやと 10 よこた りょうすけ

11 ふじの よしろう 11 はしづめ かいと

12 たばた りょう 12 にしお けんご

13 こうの つばさ 13 おくたに ゆうき

14 てらさき えいいちろう 14 いいだ たく

15 まつい たくみ 15 おかべ たかと

登録

番号

背番号

1 つのだ ゆうき　 5 かとう まこと

2 のまち きょういちろう 1 くろかわ らふぃ

3 しげた こうすけ 12 じぇいでん まっくすうぇる

4 はまぐち よしと 13 さみそに とぅあ

5 しんさと りょう 3 さくらい たいし

6 いとう あきら 2 かのう りょうた

7 おおとも けんたろう 6 まつい けんと

8 みせ りょうたろう 9 あらいあさ ろーらんど・ふぁあういら

9 かたおか ゆうすけ 8 すがや まさる

10 みせ けんじろう 7 はやし たいせい

11 ゆかわ こうへい 4 もりき りーど

12 うちやま あさひ 10 よしだ きょう

13 さがわ あつき

14 いまい こうすけ

15 きたもと のぼる

16 なかにわ よしひろ中庭　由尋

佐川　敦希

今井　宏輔

北本　昇

三瀬　憲二朗 林　大成

湯川　紘平 モリキ・リード

内山　朝日 吉田　杏

大友　健太郎 松井　謙斗

三瀬　亮太郎 アライアサ・ローランド・ファアウイラ

片岡　佑介 菅谷　優

濱口　佳人 サミソニ・トゥア

新里　涼 櫻井　大志

伊藤　明 加納　遼大

角田　祐紀 加藤　誠央

野町　京一郎 黒川　ラフィ

重田　航佑 ジェイデン・マックスウェル

大阪府警察 Sevens development squad

氏名 よみがな 氏名 よみがな

河野　翼 奥谷　友規

寺崎　栄一郎 飯田　拓

松井　匠 岡部　崇人

坂本　英人 横田　涼介

藤野　毅郎 橋爪　海人

田畑　凌 西尾　健吾

人見　有哉 市橋　誠

野村　晋太郎 黒石　涼介

山内　凌雅 香川　凜人

小鉢　竜太郎 房本　泰治

武田　知大 重吉　優毅

上田　克希 三橋　巧輝

小関　健太 金　淳英

濱田　将暉 鮫島　魁

戸井　祐一 山田　一平

【第３プール】

京都産業大学 関西学院大学

氏名 よみがな 氏名 よみがな



登録

番号

背番号

1 きれ こうへい 13 やまだ かずき

2 いまむら ひろき 1 なかむら りょうすけ

3 いまざと けい 22 はやし こうき

4 きじま たくと 6 おざわ かずま

5 かとう たくみ 7 ひがし なおき

6 さこだ とうま 9 ふるかど たくま

7 やまだ せいや 15 いさじ たかひろ

8 いわさ けんと 21 はたなか ゆうな

9 たかはら だいき 12 しみず しゅん

10 なかた しょうた 11 やまだ たくま

11 ながもり たけひこ 20 わだ たいせい

12 くずき かずと 8 いそだ りょうへい

13 きくち ゆういちろう 10 かたおか りょうすけ

14 なんぶ たかふみ 5 はらぐち ともや

15 いわもと こうへい 14 ひらお しょういち

16 かわい たいき 23 にい りょうすけ

背番号 背番号

19 ふるや なおき 12 のむら だいち

12 いわい さとし 13 きむら かいと

6 こんどう たかゆき 7 たなか ともや

9 たかさき ゆうすけ 9 すずき とものぶ

8 いぬかい りょうじ 8 さだかた じゅん

4 きい こうた 11 ささき ゆうと

7 たかぎ さとし 14 さかもと かずき

20 ながお けいた 15 なかおか ゆういち

5 まいける ふぉーど 22 たかくら ゆうた

21 みずの しょうと 4 おおうら あゆむ

22 まえだ なるき 10 たかい たつま

10 きじま だいすけ 6 やました だいすけ

23 いわた かずや 5 はらの さくひろ

16 はっとり ひかる 2 いむら ゆうひ

3 きただ けんたろう

21 にしやま ともき西山　知輝

東　尚希

岩田　和也 原野　作啓

服部　光 猪村　優陽

北田　健太郎

水野　翔斗 大浦　歩

前田　成基 高井　幸真

木島　大祐 山下　大輔

髙木　智司 阪本　一樹

長尾　恵太 中岡　祐一

マイケル・フォード 高倉　裕汰

高崎　悠介 鈴木　智辰

犬飼　涼二 貞方　準

紀伊　皓太 佐々木　悠人

古屋　直樹 野村　大地

岩井　哲史 木村　海斗

近藤　貴敬 田中　智也

川井　太貴 新居　良介

中部電力 文の里ラグビークラブ

氏名 よみがな 氏名 よみがな

菊池　佑一朗 片岡　涼亮

南部　崇史 原口　智也

岩本　康平 平尾　祥一

中田　翔太 山田　拓磨

長森　健彦 和田　泰成

葛城　一斗 礒田　凌平

山田　聖也 伊佐次　崇宏

岩佐　賢人 畠中　優凪

高原　大樹 清水　駿

貴島　拓冬 小澤　壱磨

加藤　匠

迫田　冬馬 古門　巧馬

喜連　航平 山田　一輝

今村　仁哉 中村　亮介

今里　慧 林　晃樹

【第４プール】

近畿大学 立命館大学

氏名 よみがな 氏名 よみがな


