
─ 5 ─

出　　場　　チ　　ー　　ム
●男　　　　　子●

1 新 日 本 建 設 千 葉 代 表〈 〉
〒261－0021　千葉県千葉市美浜区ひび野1－4－3
部　　　長 木津　　進
監　　　督 安部　将大
マネージャー
選　手　１ 木津　　進 明治学院大学
　　　　２ 金綱　康人 日本大学
　　　　３ 川浦　　高 法政大学
　　　　４ 安部　将大 亜細亜大学
　　　　５ 岩田　拓也 駒澤大学
　　　　６ 長谷川智史 千葉商科大学
　　　　７ 児玉優太郎 東海大学
　　　　８ 久保　和也 国士舘大学

３ 山梨県教育委員会 山 梨 代 表〈 〉
〒404－0042　山梨県甲州市塩山上於曽603－8
部　　　長 平林　　諒
監　　　督 平林　　諒
マネージャー
選　手　１ 平林　　諒
　　　　２ 中澤　祐也
　　　　３ 小林　健太
　　　　４ 神宮司啓太
　　　　５ 浅尾　秀樹
　　　　６ 遠藤　信幸
　　　　７ 佐藤　淳貴
　　　　８ 小林　秀徳

５ 富士フイルムビジネスイノベーション 神奈川代表〈 〉
〒243－0417　神奈川県海老名市本郷2274
部　　　長 大竹　　諒 上智大学
監　　　督 大野　貴宙 明治大学
マネージャー 庵　　佳澄 上智大学
選　手　１ 大野　貴宙 明治大学
　　　　２ 大竹　　諒 上智大学
　　　　３ 高清水研人 法政大学
　　　　４ 上村　一央 中央大学
　　　　５ 小山雄一郎 明治大学
　 OB　６ 尾関　弘晃 同志社大学
　　　　７ 伊藤　秀徳 東京工業大学
　　　　８ 山下　真登 九州大学
　　　　９ 荒木光太郎 横浜国立大学

７ みずほフィナンシャル大手町 東 京 代 表〈 〉
〒100－8333　東京都千代田区大手町一丁目５番５号
部　　　長 田中　一成 神戸学院大学
監　　　督 田中　一成 神戸学院大学
マネージャー 平形　友香 東洋英和女学院大学
選　手　１ 岩井　鷹穂 青山学院大学
　　　　２ 行徳　陽介 早稲田大学
　　　　３ 横田　大輔 慶應義塾大学
　　　　４ 田中　一成 神戸学院大学
　　　　５ 西岡　大輝 学習院大学
　　　　６ 本郷荘一郎 慶應義塾大学
　　　　７ 清水　一輝 中央大学

２ フ ァ ナ ッ ク 山 梨 代 表〈 〉
〒401－0597　山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580
部　　　長 小針　克夫 東京工業大学
監　　　督 立木　伸吾 東京大学
マネージャー
選　手　１ 沖田　洋志 長崎大学
　　　　２ 山本　和弘 佐賀大学
　　　　３ 菅原　圭介 東北大学
　　　　４ 立木　伸吾 東京大学
　　　　５ 古田　諭史 九州大学
　　　　６ 増田弦之亮 電気通信大学
　　　　７ 森田　　悟 千葉大学
　　　　８ 趙　　子清 一橋大学
　　　　９ 石徹白　智 京都工芸繊維大学

４ ＮＴＴ東日本東京 東 京 代 表〈 〉
〒163－8019　東京都新宿区西新宿3－19－2
部　　　長 下山　　茂
監　　　督 高橋　　優 明治大学
マネージャー
選　手　１ 須藤　陽史 亜細亜大学
　　　　２ 江積　壮大 駒澤大学
　　　　３ 月村　拓馬 中央大学
　　　　４ 矢崎　　頼 専修大学
　　　　５ 金子　剛之 東京国際大学
　　　　６ 遠藤　奨矢 青山学院大学
　　　　７ 川崎　裕毅 東京国際大学
　　　　８ 市川　雄大 明治大学

６ 群 馬 県 教 職 員 群 馬 代 表〈 〉
〒373－0033　群馬県太田市西本町12－2
部　　　長 星野　　亨
監　　　督 木村　将秀
マネージャー 金井　孝太
選　手　１ 星野　　亨
　　　　２ 吉沢　　勉
　　　　３ 木村　将秀
　　　　４ 千明　和也
　　　　５ 横山　雄太
　　　　６ 金井　孝太

８ 西 武 鉄 道 埼 玉 代 表〈 〉
〒359－0037　埼玉県所沢市くすのき台1丁目11番地の１
部　　　長 佐藤　陽平
監　　　督 佐俣　孝治
マネージャー 佐藤　陽平
選　手　１ 石黒　　澪
　　　　２ 野邊地隼人
　　　　３ 鈴木　大樹
　　　　４ 佐俣　孝治
　　　　５ 佐藤　陽平
　　　　６ 山路　翔太
　　　　７ 坂本　和樹

【チームコメント】
２年ぶりの出場に
なります。優勝目
指して頑張ります。

【チームコメント】
このチームは今年
から発足し、県大
会予選を優勝して
関東大会に駒を進
めました。若手の
勢いで関東大会を
突破して全国に進
めるように頑張り
ます。

【チームコメント】
約 10 年ぶりの出
場になります。強
くて、やさしくて、
おもしろいチーム
です。全国目指し
てがんばります！

【チームコメント】
昨年度は色々と世
間を騒がせた弊社
グループですが、
社員一同改善に取
り組んで参りました。
今年度のみずほは
もう何も止まりま
せん！
新加入の戦力の躍
動に乞うご期待！

【チームコメント】
創部以来初めて実
業団トーナメント
とリーグの関東大会
への同時出場が決ま
り、層が厚くなって
きているチームです。
山梨の中でも涼しい
地域にあるので、甲
府の暑さに負けない
ように頑張ります。

【チームコメント】
前回出場できな
かった悔しさを今
回にぶつけます！！
一球入魂。全国目
指します。

【チームコメント】
チームで力を合わ
せて頑張ります。

【チームコメント】
全国大会出場を目
標に、全力を尽くし
ます。
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９ 群 馬 銀 行 群 馬 代 表〈 〉
〒371－8161　群馬県前橋市元総社町194
部　　　長 三木　一成
監　　　督 三木　一成
マネージャー
選　手　１ 平林　大祐
　　　　２ 富田　悟郎
　　　　３ 澁澤　洋介
　　　　４ 三木　一成
　　　　５ 内田　　晋
　　　　６ 伊藤　智耶
　　　　７ 川崎　明仁

11 キ ヤ ノ ン 茨 城 代 表〈 〉
〒302－8501　茨城県取手市白山7－5－1　
部　　　長 戸田　弘志
監　　　督 佐藤　彰洋
マネージャー 田山　　学
選　手　１ 加藤　仁志 東海大学
　　　　２ 佐藤　彰洋 慶應義塾大学
　　　　３ 山角　法雄 佐世保高専
　　　　４ 三浦　秀介 東京大学
　　　　５ 植田　侑吾 同志社大学
　 OB　６ 田中　聡一 東京電機大学
　　　　７ 篠原　隆慶 千葉工業大学
　　　　８ 鈴木　秀和 法政二高
　　　　９ 田熊　雅夫 東京理科大学

13 日 立 製 作 所 本 社 東 京 代 表〈 〉
〒108－8208　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 日本生命丸の内ビル
部　　　長 常念　一知 武蔵工業大学
監　　　督 小林　茂樹 中央大学
マネージャー 鈴木　亮太 早稲田大学
選　手　１ 須賀　　翼 中央大学
　　　　２ 島村　武志 慶應義塾大学
　　　　３ 後藤　　亘 駒澤大学
　　　　４ 小柴　朋幸 関西外語大学
　　　　５ 小林　茂樹 中央大学
　　　　６ 久留美智之 名古屋大学
　　　　７ 渡辺健太郎 明治大学
　　　　８ 池田　圭佑 明治大学

15 大 和 市 役 所 神奈川代表〈 〉
〒242－0001　大和市下鶴間1－1－1
部　　　長 佐藤　達也
監　　　督 遊佐　洋平
マネージャー 吉澤　夏代
選　手　１ 吉澤　悠吾
　　　　２ 内田　厚範
　　　　３ 田代　真也
　　　　４ 藤本　陽之
　　　　５ 高石　清和
　　　　６ 遊佐　洋平

10 日 立 製 作 所・ 日 立 茨 城 代 表〈 〉
〒317－8511　茨城県日立市幸町三丁目１番１号
部　　　長 荒川　貴行 大阪大学大学院
監　　　督 出原　勇磨 上智大学大学院
マネージャー 遠藤　雅和 茨城大学大学院
選　手　１ 寺川　武士 九州大学大学院後期課程
　　　　２ 佐多　大地 東北大学大学院
　 OB　３ 磯　　直樹 茨城大学大学院
　　　　４ 畠山　太郎 茨城県立多賀高校
　　　　５ 川崎　涼平 日本大学
　　　　６ 今井　健嗣 東京都市大学大学院
　　　　７ 松下　卓也 千葉大学大学院
　 OB　８ 蛭田　泰隆 東洋パラメディカル学院
　　　　９ 長山　智哉 茨城大学大学院

12 足 利 銀 行 栃 木 代 表〈 〉
〒320－8610　栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号
部　　　長 狐塚　　智 武蔵大学
監　　　督 阿久津　渉 東京経済大学
マネージャー 渡部　英明 駒澤大学
選　手　１ 関根　庄二 國學院大學
　　　　２ 渡部　英明 駒澤大学
　　　　３ 狐塚　　智 武蔵大学
　　　　４ 吉田　雅俊 一橋大学
　　　　５ 藤倉　　諒 獨協大学
　　　　６ 横山　大佑 新潟大学
　　　　７ 菅　　友哉 新潟大学
　　　　８ 吉新　卓真 中央大学
　　　　９ 川田　卓也 東京経済大学

14 川 口 市 役 所 埼 玉 代 表〈 〉
〒332－8601　埼玉県川口市青木２丁目１番１号
部　　　長 鈴木　琢也 日本大学
監　　　督 高頭飛羽我 法政大学
マネージャー 村田　智史 工学院大学
選　手　１ 高頭飛羽我 法政大学
　　　　２ 田口正一郎 中央大学
　　　　３ 輿石　龍児 城西大学
　　　　４ 春原　健一 専修大学
　　　　５ 落合　京祐 伊奈学園総合高校
　　　　６ 菊池　翔平 日本大学
　　　　７ 長谷川貴大 国士舘大学
　　　　８ 堀江　能徳 上武大学
　　　　９ 鈴木　琢也 日本大学

16 本 田 技 研 工 業 栃 木 代 表〈 〉
〒321－3321　栃木県芳賀郡芳賀町市下高根沢4630
部　　　長 吉川　史哲 大阪大学
監　　　督 金井　耀平 青山学院大学
マネージャー 両角賢一郎 電気通信大学
選　手　１ 金井　耀平 青山学院大学
　　　　２ 上村　直樹 三重大学
　　　　３ 長浜　　拓 中央大学
　　　　４ 両角賢一郎 電気通信大学
　　　　５ 本多　智也 埼玉大学
　　　　６ 齊藤　将之 東京理科大学
　　　　７ 川越　　亮 早稲田大学
　　　　８ 吉川　史哲 大阪大学

【チームコメント】
男女アベック出
場。暑さに負けず
ボールをつなぎ、
チーム一丸となっ
て全国への夢をつ
むぎます。

【チームコメント】
２年前は残念なが
ら関東大会が中止
となってしまった
ため、今回７年振り
の関東大会出場で
す。上位進出を目
指して頑張ります。

【チームコメント】
昨年に引き続きの
出場です。
前回出場していた
エースが不在とな
り、より一層の苦戦
が予想されますが、
ベテランの粘り強さ
とチームワークを
武器に、全国出場
を狙います。

【チームコメント】
３度目の出場です。
全国目指して頑張
ります！

【チームコメント】
3年ぶり2回目の関
東大会出場です。
若手からベテランま
でチーム一丸となっ
て、1つでも多く勝
利をつかめるよう頑
張ります !

【チームコメント】
久しぶりの関東大
会出場となります。
若手とベテランの力
を合わせて、全国
大会出場目指して
頑張ります！

【チームコメント】
ここ最近は全国出
場ができず、厳し
いチーム状況です
が、今年こそは全
国大会に出場でき
るよう１つでも多
く勝利を目指し頑
張ります。

【チームコメント】
きのうまでの自分を
超えろ。
きのうまでのHonda
を超えろ。
負けるもんか。
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17 日産テクニカルセンター 神奈川代表〈 〉
〒243－0192　神奈川県厚木市岡津古久560－2　日産テクニカルセンター
部　　　長 上　　純二
監　　　督 清水　健吾
マネージャー 古森　健太
選　手　１ 和田　侑樹 東京工業大学
　　　　２ 川口　晃大 東京都立大学
　　　　３ 鎌田　一平 東京都市大学
　　　　４ 河田　　亮 関西大学
　　　　５ 徳光　悠介 東京大学
　　　　６ 古森　健太 岩手大学
　　　　７ 清水　健吾 上智大学

19 ヨ ネ ッ ク ス 東 京 代 表〈 〉
〒113－8543　東京都文京区湯島3－23－13
部　　　長
監　　　督 井上　　直 大阪市立大学大学院
マネージャー 田中　智大 立命館大学大学院
選　手　１ 石塚　達也 国際基督教大学
　　　　２ 小柳　裕庸 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
　　　　３ 野内健之介 西ミシガン大学
　　　　４ 柴田　優貴 日本大学
　　　　５ 西村　優希 神奈川大学
　　　　６ 田中　智大 立命館大学大学院
　　　　７ 下條　　亮 松山大学
　　　　８ 石井　崇大 芝浦工業大学

18 東京エレクトロン 山 梨 代 表〈 〉
〒407－8511　山梨県韮崎市藤井町北下条2381－1
部　　　長 伊藤　朋香
監　　　督 佐藤　貴成 東洋大学
マネージャー 山田　一希 東京理科大学
選　手　１ 佐藤　貴成 東洋大学
　　　　２ 伊丹　　武 機山工業高校
　　　　３ 齋藤　幸正 明治大学
　　　　４ 大倉　成幸 成蹊大学
　　　　５ 阪本　英則 関西学院大学
　　　　６ 田中　諭志 東北大学
　　　　７ 大杉　和樹 南山大学
　　　　８ 笹浪　雄作 電気通信大学
　　　　９ 山田　一希 東京理科大学

20 アルドールテニスステージ 千 葉 代 表〈 〉
〒266－0032　千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1－15－3
部　　　長 里村　　望
監　　　督 高木　　綾
マネージャー 玉木　秀和
選　手　１ 豊田　聖矢 東京スポーツ&レクリエーション専門学校
　　　　２ 風早　一樹 亜細亜大学
　　　　３ 湯原　雅人 秀明栄光高等学校
　　　　４ 伊藤　祐樹 法政大学
　　　　５ 村上　　誠 青山学院大学
　　　　６ 宮﨑　勇輝 東京スポーツ&レクリエーション専門学校
　　　　７ 渡辺　元希 酪農学園大学
　　　　８ 大杉　亮輔 東京リゾート&スポーツ専門学校
　　　　９ 照井　悠斗 仙台大学

【チームコメント】
三度目の正直で念
願の関東大会初出
場することができ
ました！！チャレ
ンジャー精神で 1
試合 1試合、全力
で挑んでいきたい
と思います！！

【チームコメント】
2年連続の全国大会
出場目指して全力で
ファイトします！今
年こそ、優勝！
皆様、これからも
ヨネックス製商品
を愛していただき
ますようお願いい
たします。

【チームコメント】
数年ぶりの出場に
なりますが、全国目
指して頑張ります。

【チームコメント】
全国大会出場を目指
して、チーム一丸と
なって頑張ります！
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