
第23回東日本大学セブンズ
ラグビーフットボール大会



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

日本大学 昨シーズンもベスト8と三年連続ベスト8の壁を破れず

悔しい思いをしました。

今シーズンではベスト8の壁を破り

ベスト4大学日本一を主将平坂桃一を中心に達成し

新たなる日本大学の を作ります。

今期のチームスローガンに を掲げ

コーチ陣スタッフ含め全学年が1つとなり

まで登り詰めます。

新チームが始動し初めての公式戦となるので

良い結果を残し春季大会秋のシーズンに繋げて行きます。

鷲谷 正直
1999年卒

セブンズ日本代表

藤原 丈嗣
2006年卒

セブンズ日本代表

ビエイ・マフィレオ
2010年度卒

セブンズ日本代表

水間 夢翔
4年生

第34回男子セブンズユースアカデミー

セレヴィ・ワイサレ
3年生

セブンズ・デベロップメント・スコッド

ジョアペ・ナコ
2年生

セブンズ・デベロップメント・スコッド

西山 宏
2年生

2019年セブンスユースアカデミー

セコナイア・ブル
2年生

セブンズ・デベロップメント・スコッド

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

饒平名 悠斗 ヨヘナ ユウト 4 コザ高校

普久原 琉 フクハラ リュウ 4 コザ高校

平坂 桃一 ヒラサカ モモカズ 4 日本大学高校

尾崎 弘法 オザキ ヒロノリ 4 長崎北高校

川中子 宙夢 カワナゴ ヒロム 4 國學院大學栃木高校

水間 夢翔 ミズマ ユウト 4 佐賀工業高校

広瀬 龍二 ヒロセ リュウジ 4 日川高校

ワイサレ・セレヴィ ワイサレ・セレヴィ 3 O’Dea High School

西山 宏 ニシヤマ アツシ 2 鹿児島実業高校

徳永 優太 トクナガ ユウタ 2 佐賀工業高校

中村 岳 ナカムラ ガク 2 日本大学藤沢高校

西尾 航之介 ニシオ コウノスケ 1 関西大学北陽高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女
藤戸 恭平

2003年度卒
セブンズ日本代表

豊前 貴志
2010年度卒

セブンズ日本代表

藤原 健太
2014年度卒

セブンズ日本代表

高井 迪郎
2012年度卒

セブンズ日本代表

田坂 藍
2014年度卒

セブンズ日本代表

田中 彩子
2012年度卒

セブンズ日本代表

堤 ほの花
2020年度卒

セブンズ日本代表

高野 眞希
2018年度卒

セブンズ日本代表

立山 由香里
2020年度卒

セブンズ日本代表

大竹 風美子
2021年度卒

セブンズ日本代表

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

伊藤 拓哉 イトウ タクヤ 3 東京高校

山木 康平 ヤマキ コウヘイ 4 北海道中標津高校

上田 康輔 ウエダ コウスケ 4 大分雄城台高校

斎藤 弘毅 サイトウ コウキ 2 流通経済大学付属柏高校

森屋 堪太 モリヤ カンタ 3 関東学院六浦高校

伏見 永城 フシミ エイギ 2 甲府工業高校

勝目 龍馬 カツメ リョウマ 2 佐賀工業高校

平城 大誠 ヒラキ タイセイ 4 東京高校

田中 大世 タナカ タイセイ 4 甲南高校（兵庫）

辰巳 一輝 タツミ カズキ 2 日本体育大学柏高校

福島 脩登 フクシマ シュウト 4 天理高校

石井 颯太 イシイ ソウタ 4 広島工業高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

明治大学
東日本大学セブンズを開催するにあたり尽力してくださった皆様に感謝申し上げます。

今シーズンのスローガンは"AHead"です。

明治大学ラグビー部の伝統を受け継ぎつつ

凡事徹底という誰もができることを誰もができない程

徹底し続ける姿勢で日本一奪還を目指します。

3年ぶりとなるこの大会で新チーム始動から

2ヶ月間のトレーニングの成果を存分に発揮し

観ている方々に楽しんでいただけるラグビーを展開したいと思います。

東日本セブンズ優勝を目指します。

皆様ご声援の程宜しくお願い致します。

吉田 義人
1990年度卒

RWCセブンズ1993

朝長 駿
2018年度卒

WRセブンズシリーズ2022 

永友 洋司
1992年度卒

RWCセブンズ1993

山村 知也
2019年度卒

WRセブンズシリーズ2022

元木由紀雄
1993年度卒

RWCセブンズ1993

斎藤 大朗
2020年度卒

男子セブンスU25

田中 澄憲
1997年度卒

RWCセブンズ2001

松本 純弥
2021年度卒

2020ワールドシリーズ

加納 遼大
2015年度卒

2020東京五輪
WRセブンズシリーズ2022

石田 吉平
4年生

2020東京五輪セブンズ日本代表

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

齊藤 誉哉 サイトウ タカヤ 4 桐生第一高校

原口 虎太郎 ハラグチ コタロウ 4 東福岡高校

石塚 勝己 イシヅカ カツキ 3 桐蔭学園高校

萩原 周 ハギハラ シュウ 3 大阪桐蔭高校

伊藤 耕太郎 イトウ コウタロウ 3 國學院大學栃木高校

安田 昂平 ヤスダ コウヘイ 2 御所実業高校

杉本 大雅 スギモト タイガ 4 國學院大學久我山高校

秋濱 悠太 アキハマ ユウタ 2 桐蔭学園高校

吉田 輝雅 ヨシダ コウガ 2 東海大学付属相模高校

西川 賢哉 ニシカワ ケンヤ 3 桐蔭学園高校

金 昂平 キム アンピョン 2 大阪朝鮮高級学校

石田 吉平 イシダ キッペイ 4 常翔学園高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

法政大学
私たち法政大学ラグビー部は大学選手権優勝3回、

リーグ戦優勝13回という輝かしい功績を持つ大学です。

しかしながら、ここ3年程は大学選手権に出場できておらず、

昨シーズンもリーグ戦6位という不甲斐ない結果に終わってしまいました。

そこで今年は、この低迷を打破するという意味で

チームスローガンを「break through」に決め、

吉永昂生・徐和真という共同主将の下で日々練習に取り組んでいます。

今シーズンもFW・BKともに法政らしさ溢れるプレーで

応援してくださるファンの方たちを魅了していきたいと思いますので

応援の程よろしくお願いいたします！

伊藤 剛臣
1994年度卒

セブンズ日本代表

遠藤 幸佑
2002年度卒

セブンズ日本代表

小吹祐介
2004年卒

WCセブンス2005出場

篠塚 公史
2005年卒

セブンズ日本代表

友井川拓
2007年卒

IRBアジアラグビー
セブンズシリーズ2009出場

成田秀悦
2007年卒

ＲＷＣセブンズ2009・2013出場

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

南部 翔大 ナンブ ショウタ 4 京都成章高校

井口 龍太郎 イグチ リュウタロウ 4 静岡聖光学院高校

本山 淳大 モトヤマ アツヒロ 3 佐賀工業高校

山脇 一真 ヤマワキ カズマ 3 天理高校

石岡 玲英 イシオカ レイ 3 御所実業高校

高木 喜一 タカギ キイチ 3 金光藤陰高校

松田 陸空 マツダ リク 2 石見智翠館高校

佐藤 達朗 サトウ タツロウ 4 秋田中央高校

椎葉 修嗣 シイバ シュウジ 3 日向高校

金 侑悟 キム ユオ 2 大阪朝鮮高級学校

小林 雅治 コバヤシ マサハル 2 法政大学高校

原澤 昇吾 ハラサワ ショウゴ 3 法政大学第二高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

茨 城 大 学 本大会初出場となります、茨城大学ラグビー部です。

我々茨城大学ラグビー部は、令和2年度に1947（昭和22）年の創部以来の悲願である、

「第71回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会関東2区予選」で優勝し、

愛知パロマ瑞穂ラグビー場の土を踏みました。

令和3年度も昨年度に続き予選を突破し、第72回大会に出場することができました。

令和4年度シーズンは、主将の笹森を中心に「成」というスローガンのもと、

3年連続で第73回大会への出場、初戦突破、

そして優勝へ向けて日々鍛錬しております。

今大会は、地区対抗大学関東2区の代表として、

チーム一丸となって熱く戦う姿をお届けできればと思います。

チームへの熱いご声援をどうぞよろしくお願いします！

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

久保木 克幸 クボキ カツユキ 4 清真学園高校

横須賀 颯太 ヨコスカ ハヤタ 3 日立第一高校

奥冨 敏文 オクトミ トシフミ 4 所沢北高校

飯島 大登 イイジマ ヒロト 4 太田高校（県立）

今泉 令 イマイズミ リョウ 3 下妻第一高校

川島 大知 カワシマ ダイチ 2 太田高校（県立）

磯 尚憲 イソ ヒサノリ 4 水戸桜ノ牧高校

池田 悠真 イケダ ユウマ 4 水戸第一高校

宮下 郁哉 ミヤシタ フミヤ 3 茗溪学園高校

原田 秋月 ハラダ アキヅキ 4 長野西高校

河野 心 カワノ シン 2 太田高校（県立）

笹森 伊吹 ササモリ イブキ 4 日立第一高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

八戸学院大学
2012年に創部され2022年、チームは11年目を迎えました。

創部4年目で東北地区大学ラグビーリーグ１部初優勝北海道

東北地区代表として大学選手権に初出場しました。

また、2019年から2021年まで3年連続リーグ優勝および大学選手権出場を果たしました。

しかし全国１勝の壁は高く、1回戦での敗退が続いていますが、

創部当初からの目標でもある東北・北海道地区代表初となる

大学選手権１勝を目標に練習に取り組んでいます。

2022年チームは「Challenge」をスローガンに掲げ、

個人やユニットが毎日の準備を怠らず、

コミュニケーションを積極的に取りながら常に練習においてChallengeします。

また、第17回東日本大学セブンズ大会（2016年）に初出場しましたが、結果は大差での２敗。

本大会は我々にとって２回目の出場となりますが、

関東地区の強豪校と試合の出来る絶好の機会を存分に楽しみ、ひたむきにプレーします。

皆様の温かいご声援のほど宜しくお願い致します。

吹越 大清

2019年度卒

2018年セブンズ・デベロップメント・スコッド練習生

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

戸舘 泰良 トダテ タイラ 4 三本木農業高校

青柳 魁 アオヤギ スグル 4 福島聖光学院高校

稲葉 駿 イナバ シュン 4 青森北高校

池田 光陽 イケダ コウヨウ 4 札幌山の手高校

住榮 来輝 スミエ ライキ 3 青森北高校

工藤 雄飛 クドウ ユウヒ 3 札幌山の手高校

西野 功晴 ニシノ コウセイ 3 八戸西高校

長谷川 龍二 ハセガワ リュウジ 3 北海道函館工業高校

森 陽太 モリ ヨウタ 2 青森北高校

加藤 悠貴 カトウ ユウキ 2 札幌山の手高校

坂井 裕生 サカイ ユウキ 2 北海道函館工業高校

清水 涼平 シミズ リョウヘイ 2 北海道富良野高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

関東学院大学 昨年は、リーグ戦4位に終了し、大学選手権を逃すという悔しい結果に終わりました。

今年は、seven'sを経験してきた多くの先輩が抜け小粒ながら

新たなKGU seven‘sの歴史を築くべく”継続”をテーマに

AT・DF共に果敢にチャレンジしていきたい。

グラウンド全体を駆使した3Dでスピード感のある

アグレッシブなKGU seven‘sをお楽しみください。

15人制では、『３Ｃ』
コミュニケーション、チャレンジ、コンフィデンス

をチームのフォーカスポイントとして

大学選手権出場を目標に日々練習に励んでいます。

関東学院大学ラグビー部、そしてKGU seven'sの応援をよろしくお願い致します。

松田 努
1993年度卒

セブンズ日本代表

三宅 敬
2003年度卒

セブンズ日本代表

有賀 剛
2006年度卒

セブンズ日本代表

竹山 浩史
2007年度卒

セブンズ日本代表

中園 真司
2008年度卒

セブンズ日本代表

夏井 大輔
2011年度卒

セブンズ日本代表

荒牧 佑輔
2011年度卒

セブンズ日本代表

笹倉 康誉
2011年度卒

セブンズ日本代表

福士 萌起
2021年卒

HSBCワールドラグビー
セブンスシリーズ2022

川崎 清純
2022年卒

ユニバーシアード夏季競技大会

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

阿部 光希 アベ ミツキ 2 三本木農業高校

丸山 央人 マルヤマ ヒロト 4 明和県央高校

茎沢 光隆 クキサワ ミツタカ 2 仙台育英高校

立川 大輝 タチカワ ダイキ 3 佐賀工業高校

阿部 凌太 アベ リョウタ 2 黒沢尻工業高校

諸山 祐祥 モロヤマ ユウショウ 2 長崎海星高校

土方 直哉 ヒジカタ ナオヤ 4 仙台育英高校

矢野 裕太郎 ヤノ ユウタロウ 4 佐賀工業高校

沢田石 智志 サワタイシ トモシ 2 秋田工業高校

服部 莞太 ハットリ カンタ 2 佐賀工業高校

山田 航平 ヤマダ コウヘイ 4 佐賀工業高校

村田 建登 ムラタ ケント 3 昌平高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

早稲田大学
早稲田大学ラグビー蹴球部は1918年に創部されて以来

16回の大学選手権優勝と36回の関東大学対抗戦優勝を誇る伝統校です。目標は

100余年変わらず大学日本一です。

私たち早稲田大学ラグビー蹴球部員は

大学日本一に輝くことを「荒ぶる」と表現しています。

約１５０名の部員全員が「荒ぶる」奪還という目標を達成すべく

上井草の地で日々鍛練を積んでおります。

昨シーズンは大学選手権準々決勝敗退という非常に悔しい結果に終わりました。

その悔しさをバネに今年度こそ

3年ぶりの「荒ぶる」奪還 を目指し

相良昌彦主将をはじめとした全部員が一丸となって愚直に練習に取り組んで参ります。

「荒ぶる」という揺るがぬ目標に向け春シーズンから一戦一戦勝ちにこだわり

早稲田らしいプレーを皆様にお見せ致します。

本年度も変わらぬご声援の程宜しくお願い致します。

藤田慶和
2015年度卒

東京五輪セブンズ日本代表

桑山 聖生
2018年度卒

ARFUアジアセブンズシリーズ2014出場

中野 将伍
2020年度卒

ユース五輪出場

古賀 由教
2021年度卒

2019年ラスベガス
インビテーショナル出場

小西 泰聖
3年生

ユース五輪出場

坂井 克行
2011年度卒

リオデジャネイロ五輪
セブンズ日本代表主将

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

折戸 健介 オリト ケンスケ 2 早稲田実業学校高等部

磯崎 錬太郎 イソザキ レンタロウ 3 城東高校(徳島)

西浦 剛臣 ニシウラ タケオミ 2 Hamilton Boys' High School

細矢 聖樹 ホソヤ セナ 2 國學院大學栃木高校

守屋 大誠 モリヤ タイセイ 2 早稲田実業学校高等部

田尻 遥也 タジリ ハルヤ 2 早稲田大学本庄高等学院

清 透馬 セイ トウマ 2 茗溪学園高校

吉松 立志 ヨシマツ リュウシ 4 高鍋高校

岡本 大輝 オカモト ダイキ 3 本郷高校

京山 秀勇 キョウヤマ シュウユウ 3 東筑高校

中谷 波一土 ナカタニ ハイト 2 本郷高校

米重 颯己 ヨネシゲ サツキ 4 函館ラ・サール高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

慶應義塾體育會蹴球部は1899年から続く長い歴史と伝統のある部です。

2021年シーズンは正月越えを目指し日々練習に励んで参りましたが

ベスト8という悔しい結果で終わることとなりました。

2022年シーズンは今野勇久主将を中心に今年こそ

日本一という悲願を達成すべくスタートダッシュを切っています。

弊部の長い歴史と伝統を守りながら

「目指される慶應」

というチームを体現するため変革を遂げて参ります。

温かいご声援のほど宜しくお願い申し上げます。

慶應義塾大学

瓜生 靖治
2002年度卒

セブンズ日本代表

山本 英児
2002年度卒

セブンズ日本代表

山田 章仁
2008年度卒

セブンズ日本代表

菅 涼介
2021年度卒

ユース五輪出場

佐々木 隼
4年生

セブンスユースアカデミー

山田 響
3年生

ユース五輪出場

永山 淳
3年生

セブンスユースアカデミー

シュモック オライオン
3年生

U18 第4回World School Sevens出場

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

シュモック オライオン シュモック オライオン 3 Mount Albert Grammar School

浅井 勇暉 アサイ ユウキ 2 仙台高校

富田 颯樹 トミタ ハヤキ 3 慶應義塾志木高校

荻田 侑哉 オギタ ユウヤ 4 慶應義塾高校

田沼 英哲 タヌマ エイテツ 2 國學院大學久我山高校

渡邉 匠 ワタナベ タクミ 2 川越東高校

上野 知和 ウエノ トモカズ 3 慶應義塾高校

三木 海芽 ミキ カイガ 3 城東高校(徳島)

冨永 万作 トミナガ マンサク 2 仙台第三高校

相澤 源希 アイザワ ゲンキ 3 仙台第三高校

大野 嵩明 オオノ タカアキ 3 慶應義塾高校

鈴木 龍之輔 スズキ リュウノスケ 4 慶應義塾高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

我々立正大学ラグビー部は、昨シーズン8年ぶりに

関東大学リーグ戦1部昇格を果たしました。

今年度はさらなる高みを目指し、大学選手権に出場すべく、

陣内源斗主将を中心にチームスローガンである

「主体性」をグラウンド内外で発揮し、日々の活動を行っています。

我が校は、今年開校150周年を迎えます。

これまで築いてきた歴史と伝統に、今年度のラグビー部の活動が新たに刻まれ、

学園のさらなる発展に貢献するためにも大学選手権出場を目標

とし、

本大会、春シーズンを通し結果にこだわっていきたいと思っております。

温かいご声援のほど、宜しくお願い致します。

立正大学

吉澤 太一
2013年度卒

ラグビーワールドカップセブンズ2018出場

黒木 里帆
2020年度卒

東京五輪セブンズ日本代表

鶴谷 知憲
2013年度卒

HSBCセブンズワールドシリーズ
東京セブンズ2013出場

長田 いろは
2020年度卒

HSBCワールドラグビー
セブンスシリーズ2020出場

ヘンリー ジェイミー
2012年度卒

リポビタンDチャレンジカップ2018出場

バティヴァカロロ ライチェル海遥
2019年度卒

東京五輪セブンズ日本代表

大谷 芽生
4年生

東京五輪セブンズ日本代表

野田 夢乃
2019年度卒

女子ラグビーワールドカップ2017出場

バティヴァカロロ アテザ優海
2021年度卒

アジアシリーズ2019出場

大黒田 裕芽
2016年度卒

リオデジャネイロ五輪セブンズ日本代表

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

エパラマ・ツヴュニボノ エパラマ・ツヴュニボノ 4 John Wesley College

陣内 源斗 ジンノウチ ミナト 4 尾道高校

國松 建佑 クニマツ ケンスケ 4 深谷高校

ユアン・ウィルソン ユアン・ウィルソン 2 Paarl Gimnasium High School

キニ・ヴェイタタ キニ・ヴェイタタ 3 St. Andrews

清永 修太郎 キヨナガ シュウタロウ 3 大分舞鶴高校

中森 隆太 ナカモリ リュウタ 4 東福岡高校

吉永 崚 ヨシナガ リョウ 4 九州学院高校

大月 淳史 オオツキ アツシ 4 新潟工業高校

小川 涼太郎 オガワ リョウタロウ 4 新潟工業高校

小熊 丞 オグマ ジョウ 4 北越高校

ハインリッヒ・フルックス ハインリッヒ・フルックス 1 Jeugland High School



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

流通経済大学 “1965年創部から関東大学リーグ戦3回優勝。

過去30年間で数多くの日本代表を育成、80人以上のトップリーガーを輩出。

“いまを元気にしよう” を理念に、

大学・地域・日本・世界を元気にする

喜び溢れるチームを創り、目標である日本一を目指し活動しています。

我々のラグビースタイルは電光石火のごとく

縦横無尽にボールを動かし続ける

DYNAMIC RUGBY
セブンスでは観る人が最高に楽しい！最高に面白い！

そんなラグビーを体現します。

皆様の応援よろしくお願いいたします。

合谷 和弘
2016年度卒

セブンズ日本代表

小澤 大
2012年度卒

セブンズ日本代表

渡辺 知宏
1998年度卒

セブンズ日本代表

池田 渉
1998年度卒

セブンズ日本代表

韓 尊文
2019年度卒

セブンズ日本代表

ジョセファ・リリダム
2015年度卒

セブンズ日本代表

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

星野 竜輝 ホシノ リュウキ 4 流通経済大学付属柏高校

谷 惇平 タニ ジュンペイ 3 日向工業高校

リクアタ・テアウパ リクアタ・テアウパ 4 Tupou College

中村 楓馬 ナカムラ フウマ 2 常翔学園高校

アンドリュー・ヘイウォード アンドリュー・ヘイウォード 2 Hasting Boy's School

永山 大地 ナガヤマ ダイチ 4 流通経済大学付属柏高校

齋藤 凌 サイトウ リョウ 3 流通経済大学付属柏高校

ステファーナス・ドゥトイ ステファーナス・ドゥトイ 3 Gimnasium High School

アピサロメ・ボギドラウ アピサロメ・ボギドラウ 4 Ratu Kadavulevu School

如澤 海流 ジョザワ カイル 2 北海道遠軽高校

髙井 優志 タカイ ユウシ 4 常翔学園高校

堀井 雄登 ホリイ ユウト 4 大東文化大学第一高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

昨シーズン、我々は大学選手権優勝を達成し、

10度目の優勝を成し遂げる事ができました。

今年度も大学日本一という目標を成し遂げられるよう個人

として、

またチームとして昨年度のチームを越えられるよう日々精進して参ります。

今年度も温かいご声援のほど、どうぞよろしくお願い致します。

また、3年ぶりに開催される今大会に参加させて頂ける事を大変嬉しく思います。

皆様と共にセブンズラグビーを

ENJOYし良い結果を残せるよう頑張ります。

帝京大学

吉田 英之
1999年度卒

セブンズ日本代表

宮上 廉
2019年度卒

セブンズシリーズ2022出場

瀬川 貴久
2003年度卒

セブンズ日本代表

西川 虎哲
2021年度卒

2019ラスベガスインビテーショナル出場

中村 亮土
2013年度卒

セブンズシリーズ2011出場

二村 莞司
4年生

ユース五輪出場

津岡 翔太郎
2017年度卒

セブンズシリーズ2022出場

高本 とむ
3年生

2019ラスベガスインビテーショナル出場

矢富 洋則
2017年度卒

セブンズシリーズ2017出場

山口 泰輝
3年生

2019ラスベガスインビテーショナル出場

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

大藪 洸太 オオヤブ コウタ 4 中部大学春日丘高校

岡本 流星 オカモト リュウセイ 4 八幡工業高校

上村 樹輝 カミムラ イツキ 2 京都工学院高校

キアヌ・クッツェ キアヌ・クッツェ 2 Zwartkop High School

倉橋 歓太 クラハシカンタ 2 東海大学付属大阪仰星高校

セバスティーン・ワットニ セバスティーン・ワットニ 2 Helpmekaar Kollege

高本 とむ タカモト トム 3 東福岡高校

寺山 廉太郎 テラヤマ レンタロウ 2 京都工学院高校

當眞 慶 トウマ ケイ 4 流通経済大学付属柏高校

藤井 慎太郎 フジイ シンタロウ 3 日本航空高校石川

前田 翔哉 マエダ ショウヤ 4 常翔学園高校

ミティエリ・ツイナカウヴァドラ ミティエリ・ツイナカウヴァドラ 4 St.Josephs' College



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

東京学芸大学 4年ぶりに今大会に参加できることを大変嬉しく思います。

関東地区対抗の枠の復活にご尽力いただいた

関係者の皆さんに、この場を借りて御礼申し上げます。

今年のチームは、サイズが小さく人数も少ないですが、

1つ1つのプレーを大切にし、

スピード感のあるアタックや

粘り強いディフェンスで勝利を目指します。

温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします。

谷口令子
2014年度卒

リオデジャネイロ五輪
セブンズ日本代表

小出深冬
2019年度卒

リオデジャネイロ五輪
東京五輪

セブンズ日本代表

末 結希
2016年度卒

IRB女子ワールドセブンズシリーズ2013 
HSBCWR女子セブンスシリーズ2016 

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

梅本 魁成 ウメモト カイセイ 4 北見北斗高校

横田 誉 ヨコタ タカシ 4 桐蔭学園高校

岡田 喬一 オカダ キョウイチ 3 桐蔭学園高校

安達 航洋 アダチ コウヨウ 3 桐蔭学園高校

光宗 竜助 ミツムネ リュウスケ 3 都立青山高校

長谷川 陽生 ハセガワ ヨウセイ 3 都立武蔵高校

田口 大洋 タグチ タイヨウ 3 小倉高校

内田 隼平 ウチダ シュンペイ 2 県立横須賀高校

甲川 敬浩 コウガワ タカヒロ 2 都立武蔵高校

北澤 陽斗 キタザワ ハルト 2 茗溪学園高校

竹田 星哉 タケダ セイヤ 2 都立狛江高校

渡部 颯斗 ワタナベ ハヤト M2 秋田高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

北海道学生選抜 北海道からは４年ぶりの出場になります。

昨年度も新型コロナウイルスの影響で、北海道では十分なラグビー活動ができませんでした。

また、本州のチームは春先もグランドでの練習・トレーニングができると思いますが、

北海道ではまだグランドに雪が残っており、

グランドでの本格的な練習・トレーニングができていない状態です。

そのようなこともあり、今年は北海道の大学チームで編成する北海道学生選抜チームとして出場します。

このチームは、星槎道都大学 、北海道大学 、

札幌大学 、東京農業大学オホーツク
の4大学からの12名で編成しています。２月下旬から活動を始め、屋内での合同練習会を毎週開催し、

最終的に選ばれた１２名の選手たちです。

関東の強豪チームと対戦出来ること、秩父宮ラグビー場でプレーできることは、

選手たちにとって最高の喜びです。

対戦相手はいずれも強豪チームで勝利することは簡単ではありませんが、

合同練習会を重ねる中で身に付けたスキルを一つでも秩父宮ラグビー場で発揮できればと思っています。

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

渡辺 凌 ワタナベ リョウ 3 北海道中標津高校→札幌大学

多田 悠人 タダ ユウト 2 北嶺高校→北海道大学

鞠子 太一 マリコ タイチ 4 函館ラ・サール高校→北海道大学

片江 凛 カタエ リン 3 札幌山の手高校→札幌大学

恩田 春太郎 オンダ シュンタロウ 3 湘南高校→北海道大学

黒川 昌哉 クロカワ マサヤ 3 北見北斗高校→札幌大学

林 海人 ハヤシ カイト 3 旭川龍谷高校→星槎道都大学

村田 航輝 ムラタ コウキ 4 札幌山の手高校→星槎道都大学

根岸 奎伍 ネギシ ケイゴ 3 東京農業大学第二高校→東京農業大学オホーツク

駒形 嶺弥 コマガタ レイヤ 4 春日部高校→北海道大学

如澤 陸太 ジョザワ リクタ 4 札幌山の手高校→星槎道都大学

中村 柚稀 ナカムラ ユズキ 4 青森北高校→札幌大学



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

3年ぶりとなる東日本大学セブンズに出場できます事を大変光栄に思います。

昨年度は対抗戦6位と選手権の舞台を踏むことなくシーズンを終えてしまいました。

これらの雪辱を果たすべく主将・木原優作を中心に

スローガン「バチバチ」を掲げ

日本一に向け一丸となって活動に励んでいます。

今でもなおコロナ禍の影響により練習試合やトレーニングなど

限られた環境でのラグビーを強いられていますが選手達自身で創意工夫をし

本大会に向けて調整をしてきました。16大会ぶりの優勝を目指し

皆様にワクワクしてもらえるようなラグビーをお見せします。

応援の程よろしくお願いいたします。

筑波大学

彦坂 匡克
2012年度卒

リオデジャネイロ五輪
セブンズ日本代表

園中 良宏
2012年度卒

セブンズ日本代表

竹中 祥
2014年度卒

セブンズ日本代表

山本 浩輝
2014年度卒

セブンズ日本代表

本村 直樹
2015年度卒

セブンズ日本代表

久内 祟史
2015年度卒

セブンズ日本代表

山内 俊輝
2015年度卒

セブンズ・デベロップメント・スコッド

福岡 堅樹
2015年度卒

リオデジャネイロ五輪
セブンズ日本代表

後藤 海夏人
2019年度卒

セブンズ日本選抜

植村 陽彦
4年生

HSBCWRセブンズシリーズ2022出場

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

一口 直貴 イモアライ ナオキ 4 兵庫星陵高校

松島 聡 マツシマ ソウ 4 大分舞鶴高校

浅見 亮太郎 アサミリョウ タロウ 2 流通経済大学付属柏高校

白栄 拓也 シラエ タクヤ 3 高鍋高校

植村 陽彦 ウエムラ ハルヒコ 4 茗溪学園高校

大畑 亮太 オオハタ リョウタ 2 東海大付属大阪仰星高校

榎本 幹也 エノモト ミキヤ 2 新潟高校

倉井 瑛士 クライ エイジ 2 旭丘高校

黒澤 稔生 クロサワ トシキ 3 長野県立飯田高校

高橋 佑太朗 タカハシ ユウタロウ 1 茗溪学園高校

中野 真太郎 ナカノ シンタロウ 2 福岡高校

小池 陽翔 コイケ ハルト 1 中部大学春日丘高校



チーム名： チームプロフィール：

チーム所属 出身セブンズ代表・候補選手男女

東海大学
新型コロナウイルスでさまざまな影響のある中

再び東日本大学セブンズに参加できることを大変嬉しく思います。

関係各所、関係者の皆様には深く感謝申し上げます。

私ども東海大学ラグビー部SEAGALESシーゲイルズは

2022年度スローガンを「鎖-chain-」とし

コミュニケーションや本気のぶつかり合いの中で

お互いの繋がりを強固なものにすることをターゲットとしております。

また一つ一つのプレーに意味を持たせボールが大きく動く

ダイナミックなハンドリングラグビーの体現を目指しトレーニングをしております。

その中でもセブンズにおいては個人それぞれが持つ強さ・速さ・巧さを存分に発揮し

失敗を恐れずノーサイドの笛が鳴るその瞬間まで積極的にプレーいたします。

1日で勝者が決まるセブンズ特有のハードな時間を

出場登録メンバーのみならずサポートメンバーもチーム一丸となって

優勝を目指し戦い抜きます。

皆様の温かいご声援のほどよろしくお願いいたします。

小原 政佑
2015年度卒

ＲＷＣセブンズ日本代表

豊島 翔平
2010年度卒

リオデジャネイロ五輪
セブンズ日本代表

鶴ケ﨑 好昭
2011年度卒

セブンズ日本代表

安井 龍太
2012年度卒

セブンズ日本代表

ダラス・タタナ
2013年度卒

セブンズ日本代表

林 大成
2014年度卒

東京五輪セブンズ日本代表

近藤 英人
2014年度卒

U20日本代表

村井 康太郎
2020年度卒

2019年セブンズTID

当日背番号 選 手 氏 名 フリガナ 学年 出身校

ワイサケ・ララトゥブア ワイサケ・ララトゥブア 4 Ratu Sir Lala Sukuna Memorial School

近藤 翔耶 コンドウ トワ 2 東海大付属大阪仰星高校

レキマ・ナサミラ レキマ・ナサミラ 4 Ratu Navula Secondary School

吉田 優馬 ヨシダ ユウマ 4 秋田中央高校

武藤 ゆらぎ ムトウ ユラギ 3 東海大付属大阪仰星高校

谷口 宜顕 タニグチ ヨシアキ 3 東海大付属大阪仰星高校

中川 湧眞 ナカガワ ユウマ 2 京都成章高校

伊藤 峻祐 イトウ シュンスケ 4 桐蔭学園高校

オフィナ・アフ オフィナ・アフ 3 東海大付属福岡高校

シアレ・オトゥホウマ シアレ・オトゥホウマ 2 東海大付属福岡高校

照屋 林次郎 テルヤ リンジロウ 4 保善高校

森山 翔斗 モリヤマ ショウト 2 佐賀工業高校


