
チーム名： メンバーリスト：

対抗戦選抜

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？

チーム全体が全力で取り組んでいることが、
何より重要であると思っています。

Ｑ2 今大会の意気込みを教えてください。

現在、対戦成績が３勝３敗と聞き及んでおります。
対抗戦選抜が勝ち越せるよう、
勝利を目指してチーム一丸となって戦って参りたいと思います。

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

チームの一体感を大切にしたいです。

Ｑ4 大学ラグビーのファンに向けて一言お願いします

今週、来週と日本代表がフランスとテストマッチを戦っております。

次のワールドカップ、そしてその次のワールドカップで日本代表として
活躍する選手が、今日のメンバーから多く出てくることを期待しています。
ファンの皆様も、将来の日本代表たちの若々しいエネルギーに
満ち溢れたゲームをお楽しみいただければと思います。

帝京大学 相馬 朋和監督からのコメント
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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

明治大学 1 中村 公星 ナカムラ コウセイ 4 國學院大學栃木高校 183 113

帝京大学 2 江良 颯 エラ ハヤテ 3 大阪桐蔭高校 171 101

早稲田大学 3 亀山 昇太郎 カメヤマ ショウタロウ 2 茗溪学園高校 176 116

明治大学 4 山本 嶺二郎 ヤマモト レイジロウ 3 京都成章高校 191 110

明治大学 5 武内 慎 タケウチ シン 4 石見智翠館高校 191 108

帝京大学 6 青木 恵斗 アオキ ケイト 2 桐蔭学園高校 187 110

慶應義塾大学 7 高武 俊輔 コウタケ シュンスケ 4 尾道高校 180 95

帝京大学 8 奥井 章仁 オクイ アキト 3 大阪桐蔭高校 177 103

早稲田大学 9 宮尾 昌典 ミヤオ マサノリ 2 京都成章高校 165 70

帝京大学 10 高本 幹也 タカモト ミキヤ 4 大阪桐蔭高校 172 83

明治大学 11 石田 吉平 イシダ キッペイ 4 常翔学園高校 167 75

明治大学 12 廣瀬 雄也 ヒロセ ユウヤ 3 東福岡高校 179 93

早稲田大学 13 岡﨑 颯馬 オカザキ ソウマ 3 長崎北陽台高校 177 88

帝京大学 14 高本 とむ タカモト トム 3 東福岡高校 182 88

明治大学 15 安田 昂平 ヤスダ コウヘイ 2 御所実業高校 181 88

筑波大学 16 木原 優作 キハラ ユウサク 4 東福岡高校 175 105

早稲田大学 17 佐藤 健次 サトウ ケンジ 2 桐蔭学園高校 177 108

明治大学 18 為房 慶次朗 タメフサ ケイジロウ 3 常翔学園高校 180 107

帝京大学 19 山川 一瑳 ヤマカワ イッサ 4 常翔学園高校 190 103

早稲田大学 20 村田 陣悟 ムラタ ジンゴ 3 京都成章高校 185 102

明治大学 21 石浦 大貴 イシウラ ダイキ 3 報徳学園高校 178 94

帝京大学 22 李 錦寿 リ クンス 2 大阪朝鮮高級学校（高級部） 174 80

明治大学 23 伊藤 耕太郎 イトウ コウタロウ 3 國學院大學栃木高校 176 84

筑波大学 24 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 178 88

青山学院大学 25 金澤 春樹 カナザワ ハルキ 4 流通経済大学付属柏高校 178 94

立教大学 26 吉澤 雅樹 ヨシザワ マサキ 4 桐蔭学園高校 177 82

日本体育大学
バックアップ
メンバー 砂田 優希 スナダ ユウキ 4 駒込高校 180 110

成蹊大学
バックアップ
メンバー 糊谷 憲信 ノリヤ ケンシン 4 佐野日本大学高校 167 73



監督： ヘッドコーチ：

プレイヤー：

バックアップ：

対抗戦選抜 出場メンバー

中村 公星 江良 颯 亀山 昇太郎 山本 嶺二郎 武内 慎 青木 恵斗 高武 俊輔 奥井 章仁

宮尾 昌典 高本 幹也 石田 吉平 廣瀬 雄也 岡﨑 颯馬 高本 とむ 安田 昂平 木原 優作 佐藤 健次

相馬 朋和 神鳥 裕之
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砂田 優希 糊谷 憲信

為房 慶次朗 山川 一瑳 村田 陣悟 石浦 大貴 李 錦寿 伊藤 耕太郎 浅見 亮太郎 金澤 春樹 吉澤 雅樹


