
チーム名： メンバーリスト：

リーグ戦選抜

Ｑ1 監督するチームで、どの様なチームを目指したいですか？

短い準備期間ではありますが、選ばれた選手達の特徴が
少しでも引き出せるようなチームを目指します。

Ｑ2 今大会の意気込みを教えてください。

関係者の皆様のご尽力で開催となりましたことに心より感謝申し上げます。
3年ぶりに開催されるオールスターゲームを
大学ラグビーファンの皆様と共に、
盛り上げていけるようにリーグ戦代表として全力でプレーしてまいります。

Ｑ3 チームを指揮をするうえで大切にしていることを教えてください

よりシンプルにチームとしての方向性を定め、
その中で選手一人一人の長所を生かしていくことを大切にしています。

Ｑ4 大学ラグビーのファンに向けて一言お願いします

久しぶりに皆様の前でプレーできる喜びを力に変え、
リーグ戦グループの特徴を感じてもらえるような
試合にしていきたいと思います。
まだまだ日常が完全に戻ったわけではありませんが
より安全に大会運営が実現できるように
何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

スポンサーバナー ＃関東大学オールスターゲーム2022

東海大学 木村 季由監督からのコメント

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属大学 登録番号 選手氏名 フリガナ 学年 出身校 身長 体重

東海大学 1 平 晴樹 タイラ ハルキ 4 長崎北高校 173 99

日本大学 2 井上 風雅 イノウエ フウガ 3 東福岡高校 170 99

日本大学 3 岩上 龍 イワカミ リョウ 4 目黒学院高校 180 110

東海大学 4 ワイサケ・ララトゥブア 4 Ratu Sir Lala Sukuna Memorial School 193 117

流通経済大学 5 アピサロメ・ボギドラウ 4 Ratu Kadavulevu School 190 120

東海大学 6 レキマ・ナサミラ 4 Ratu Navula Secondary School 191 124

流通経済大学 7 越高 梁 コシタカ リョウ 4 秋田工業高校 170 90

東海大学 8 井島 彰英 イジマ ショウエイ 4 熊本西高校 180 96

日本大学 9 前川 李蘭 マエカワ リラン 3 目黒学院高校 165 68

東海大学 10 武藤 ゆらぎ ムトウ ユラギ 3 東海大学付属大阪仰星高校 170 72

日本大学 11 水間 夢翔 ミズマ ユウト 4 佐賀工業高校 171 95

日本大学 12 饒平名 悠斗 ヨヘナ ユウト 4 コザ高校 178 87

東海大学 13 伊藤 峻祐 イトウ シュンスケ 4 桐蔭学園高校 178 88

東海大学 14 中川 湧眞 ナカガワ ユウマ 2 京都成章高校 167 72

日本大学 15 普久原 琉 フクハラ リュウ 4 コザ高校 177 83

法政大学 16 石母田 健太 イシモダ ケンタ 4 國學院大學栃木高校 174 104

法政大学 17 井口 龍太郎 イグチ リュウタロウ 4 静岡聖光学院高校 177 98

流通経済大学 18 シンクル 寛造 シンクル カンゾウ 4 札幌山の手高校 187 122

法政大学 19 竹部 力 タケベ リキ 3 大分舞鶴高校 185 110

日本大学 20 平坂 桃一 ヒラサカ モモカズ 4 日本大学高校 182 100

東海大学 21 清水 麻貴 シミズ マキ 4 東京農業大学第二高校 169 73

中央大学 22 津田 貫汰 ツダ カンタ 4 桐蔭学園高校 181 86

日本大学 23 ナサニエル・トゥポウ 4 Marist Brothers' High School 183 99

流通経済大学 24 リクアタ・テアウパ 4 Tupou College 183 100

法政大学 25 石岡 玲英 イシオカ レイ 3 御所実業高校 176 80

東洋大学 26 ジュアン・ウーストハイゼン 1 Helpmekaar College 211 130

大東文化大学 バックアップ
メンバー 稲葉 聖馬 イナバ セイマ 3 御所実業高校 166 73

中央大学 バックアップ
メンバー 杉本 崇馬 スギモト ソウマ 4 佐野日本大学高校 180 90

法政大学 バックアップ
メンバー 吉永 昂生 ヨシナガ コウキ 4 東福岡高校 174 92



監督： ヘッドコーチ：

プレイヤー：

バックアップ：

リーグ戦選抜 出場メンバー

＃関東大学オールスターゲーム2022

平 晴樹 井上 風雅 岩上 龍 ワイサケ・ララトゥブア アピサロメ・ボギドラウ レキマ・ナサミラ 越高 梁 井島 彰英

前川 李蘭 武藤 ゆらぎ 水間 夢翔 饒平名 悠斗 伊藤 峻祐 中川 湧眞 普久原 琉 石母田 健太 井口 龍太郎

シンクル 寛造 竹部 力 平坂 桃一 清水 麻貴 津田 貫汰 ナサニエル・トゥポウ リクアタ・テアウパ 石岡 玲英 ジュアン・ウーストハイゼン

木村 季由 日下 唯志 稲葉 聖馬 杉本 崇馬 吉永 昂生


