
リーグ戦オールスター 個人プロフィール



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

平 晴樹

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 東海大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 173ｃｍ 99ｋｇ

生年月日 2000/5/12

年齢 22歳

出身校・チーム
バッテンYR
→筑紫高校

キャリア なし

自分を一言で例えるなら？ 真面目

趣味＆理由
カメラ

（理由）みんなの笑顔を取るのが好きだから

好きな曲名＆理由
『少年時代』
井上陽水

（理由）井上涼太（東海大）に勧められたから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

ブラックモンブラン

目標や抱負 お金持ち



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

井上 風雅

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 日本大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 170ｃｍ 99ｋｇ

生年月日 2001/7/1

年齢 20歳

出身校・チーム
筑紫丘ラグビースクール

→東福岡高校

キャリア
全国大会3位

高校日本代表候補

自分を一言で例えるなら？ 破天荒

趣味＆理由
オペラを聞く

（理由）心が落ち着く

好きな曲名＆理由
『凱旋行進曲』

（理由）心が盛り上がる

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

鰻丼

目標や抱負
セットプレーの安定
大学日本一



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

岩上 龍

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 日本大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 180ｃｍ 110ｋｇ

生年月日 2000/9/29

年齢 21歳

出身校・チーム
北中野中学校
→目黒学院高校

キャリア 花園出場

自分を一言で例えるなら？ エディーの申し子

趣味＆理由
映画鑑賞

（理由）映画が好きだから

好きな曲名＆理由
Daft punk

（理由）盛り上がる

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

刺身

目標や抱負 大学選手権優勝



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

ワイサケ・ララトゥブア

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 東海大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 193ｃｍ 117ｋｇ

生年月日 1998/3/17

年齢 23歳

出身校・チーム
Suba primary school
→Ratu Sir Lala Sukuna

Memorial Schooi

キャリア U-20フィジー代表

自分を一言で例えるなら？ セクシーワイス

趣味＆理由
音楽を聴く事

（理由）落ち着くから

好きな曲名＆理由
『恋しぐれ』
湘南乃風

（理由）フィジーに帰る時に聞くから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

サンドイッチ

目標や抱負 ハードワーク



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

アピサロメ・ボギドラウ

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 流通経済大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 190ｃｍ 120ｋｇ

生年月日 1998 1/10

年齢 24歳

出身校・チーム
Dilkusha Boys School

→Ratu Kadavulevu School

キャリア
U18,20フィジー代表

ジュニアワールドトロフィー2018 優勝

自分を一言で例えるなら？ クッパ

趣味＆理由
ギター、歌うこと

（理由）リラックスできるから

好きな曲名＆理由
[『これが私の生きる道』

PUFFY
（理由）時代を感じる

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

納豆、もち

目標や抱負 リーグ戦優勝



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

レキマ・ナサミラ

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 東海大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 191ｃｍ 124ｋｇ

生年月日 1998/12/27

年齢 23歳

出身校・チーム
Navula Secondary School

→Ratu Navula Secondary School

キャリア U-20フィジー代表

自分を一言で例えるなら？ 優しい

趣味＆理由
バレーボール

（理由）楽しいから

好きな曲名＆理由
『ハピネス』

AI
（理由）自分がHAPPY BOYだから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

辛いラーメン

目標や抱負 アタックを頑張りたい



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

越高 梁

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 流通経済大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 170ｃｍ 90ｋｇ

生年月日 2001/3/5

年齢 21歳

出身校・チーム
飯田川RS
→秋田工業

キャリア
全国高校選抜大会出場２０２０

大学選手権出場

自分を一言で例えるなら？ 全力

趣味＆理由
温泉 （理由）気持ちいいから
スノーボード（理由）楽しいから

好きな曲名＆理由
『香水』
瑛人

（理由）似ていると言われるから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

馬刺し

目標や抱負 まずはリーグ戦を優勝すること



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

井島 彰英

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 東海大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 180ｃｍ 96ｋｇ

生年月日 2000/10/29

年齢 21歳

出身校・チーム
帯広中学校
→熊本西高校

キャリア 花園出場 高2・3

自分を一言で例えるなら？ 優しい

趣味＆理由
料理

（理由）作るのが好きだから

好きな曲名＆理由
『Some body to you』

LANA
（理由）気分が上がる

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

エビマヨ

目標や抱負 お金持ち



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

前川 李蘭

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 日本大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 165ｃｍ 68ｋｇ

生年月日 2001/5/1

年齢 21歳

出身校・チーム
北上RS

→矢巾レッドファイヤーズ
→目黒学院高校

キャリア 花園出場

自分を一言で例えるなら？ やんちゃ坊主

趣味＆理由
サウナ

（理由）無になれる

好きな曲名＆理由
『最後の雨』
中西保志

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

ママとばば（おばあちゃん）の手料理

目標や抱負 親孝行



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

武藤 ゆらぎ

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 東海大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 170ｃｍ 72ｋｇ

生年月日 2001/7/30

年齢 20歳

出身校・チーム
→横浜RS

→東海大学付属大阪仰星高校

キャリア 花園出場 高3

自分を一言で例えるなら？ 素直

趣味＆理由
カフェ巡り

（理由）美味しいコーヒーを飲めるから

好きな曲名＆理由
『TSUNAMI』

サザンオールスターズ
（理由）落ち着くから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

チョコ

目標や抱負 会場を沸かせるように頑張る



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

水間 夢翔

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 日本大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 171ｃｍ 95ｋｇ

生年月日 2000/11/27

年齢 21歳

出身校・チーム
ぶんごYR

→佐賀工業高校

キャリア 花園出場

自分を一言で例えるなら？
一言ではたとえられない
強いていうのであれば鏡餅

趣味＆理由
カフェ巡り

（理由）コーヒーが好きだから。
しかし甘いのしか飲めない

好きな曲名＆理由
『Where is the Love?』

Black Eyed Peas
（理由）小さいころに車で流れていたから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

シーザーサラダ

目標や抱負 大学日本一



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

饒平名 悠斗

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 日本大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 178ｃｍ 85ｋｇ

生年月日 2000/9/23

年齢 21歳

出身校・チーム
泡瀬小
→美東中
→コザ高

キャリア 花園出場

自分を一言で例えるなら？ メンテ君

趣味＆理由 天サロ

好きな曲名＆理由
『familyTo』
CHOUJI

（理由）沖縄を感じるから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

ショートケーキ

目標や抱負 大学日本一



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

伊藤 峻祐

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 東海大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 178ｃｍ 88ｋｇ

生年月日 2000/5/2

年齢 22歳

出身校・チーム
藤沢RS

→桐蔭学園高校

キャリア
U-17日本代表
花園出場 高3

自分を一言で例えるなら？ 素直

趣味＆理由
サップ

（理由）海が近いから

好きな曲名＆理由
『いとしのエリー』

サザンオールスターズ
（理由）リラックスできる

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

餃子

目標や抱負 悔いを残さない



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

中川 湧眞

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 東海大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 167ｃｍ 72ｋｇ

生年月日 2001/7/2

年齢 19歳

出身校・チーム
勧修（タグラグビー）
→京都成章高校

キャリア 花園出場 高3

自分を一言で例えるなら？ スピード

趣味＆理由
卵焼きを作る

（理由）タンパク質が好きだから

好きな曲名＆理由
『どんな時も』
槇原敬之

（理由）リズムが良い

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

卵焼き

目標や 対抗戦に勝つ



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

普久原 琉

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 日本大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 177ｃｍ 83ｋｇ

生年月日 2000/11/3

年齢 21歳

出身校・チーム
泡瀬小学校
→美東中学校
→コザ高校

キャリア 花園出場

自分を一言で例えるなら？ 琉球のファンタジスタ

趣味＆理由
筋トレ、自分磨き

（理由）自分が美しくなっていく過程が
楽しいから

好きな曲名＆理由
『島人ぬ宝』

BEGIN
（理由）沖縄を思い出すから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

タコライス

目標や抱負 大学選手権優勝



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

石母田 健太

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 法政大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 174ｃｍ 104ｋｇ

生年月日 2000/6/4

年齢 22歳

出身校・チーム
石巻ライノス

→國學院大學栃木高校

キャリア 花園出場

自分を一言で例えるなら？ 堅実

趣味＆理由
同期とゲーム

（理由）短時間で盛り上がるから

好きな曲名＆理由
『轍』
コブクロ

（理由）元気が出るから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

ハンバーグ

目標や抱負
大学最後の一年なので

後悔のないように燃え尽きる



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

井口 龍太郎

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 法政大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 177ｃｍ 98ｋｇ

生年月日 2000/ 6/27

年齢 22歳

出身校・チーム
静岡聖光学院中学校
→静岡聖光学院高校

キャリア 花園出場

自分を一言で例えるなら？ マイペース

趣味＆理由 K-pop 歌が好きだから

好きな曲名＆理由
『ひとりごつ』
ハチワレ

（理由）癒される

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

ハイチュウ(グレープ)

目標や抱負 選手権出場



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

シンクル 寛造

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 流通経済大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 187ｃｍ 122ｋｇ

生年月日 1999/8/20

年齢 22歳

出身校・チーム
北海道バーバリアンズJr
→ファンガレイボーイズ
→札幌山の手高校

キャリア 高校日本代表

自分を一言で例えるなら？ わからない

趣味＆理由
海

(理由)好きだから

好きな曲名＆理由
『ZORN』

(理由)かっこいい

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

焼肉

目標や抱負 リーグ戦優勝



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

竹部 力

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 法政大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） １８５ｃｍ １１０ｋｇ

生年月日 2002/2/9

年齢 ２０歳

出身校・チーム
かしいヤングラガーズ
→大分舞鶴高校

キャリア 花園出場

自分を一言で例えるなら？ ハードワーク

趣味＆理由
サウナ

（理由）リラックスできて気持ちいいから

好きな曲名＆理由
『友よ〜この先もずっと〜』

ケツメイシ
（理由）思い出があるから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

チキン南蛮

目標や抱負 ベスト4



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

平坂 桃一

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 日本大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 182ｃｍ 100ｋｇ

生年月日 2000/7/22

年齢 21歳

出身校・チーム
横浜RS

→日本大学高校

キャリア なし

自分を一言で例えるなら？ Impact face

趣味＆理由
サウナ

（理由）無になれるから

好きな曲名＆理由
『栄光の架橋』

（理由）力がみなぎるから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

お母さんのカレー

目標や抱負 大学選手権優勝



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

清水 麻貴

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 東海大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 169ｃｍ 73ｋｇ

生年月日 2001/2/2

年齢 21歳

出身校・チーム 東京農業大学第二高校

キャリア なし

自分を一言で例えるなら？ 一撃必殺タックラー

趣味＆理由
ラグビー

（理由）好きだから

好きな曲名＆理由
『LEGO』

SHO-SENSELI!!
（理由）リズムが良いから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

麺一真のラーメン

目標や抱負
日本代表

リーグワン選手



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

津田 貫汰

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 中央大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） １８１ｃｍ ８６ｋｇ

生年月日 2000/10/17

年齢 21歳

出身校・チーム
藤沢ＲＳ

→桐蔭学園高校

キャリア 全国高校ラグビー大会 準優勝

自分を一言で例えるなら？ ロングキッカー

趣味＆理由
ツーリング

（理由）行ったことないところに
行くのが好きだから。

好きな曲名＆理由
「三文銭」
MOROHA

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

生春巻き

目標や抱負 成長し続ける



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

ナサニエル・トゥポウ

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 日本大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 183ｃｍ 99ｋｇ

生年月日 2000/5/4

年齢 22歳

出身校・チーム マリストブラザーズハイスクール

キャリア U18フィジー代表

自分を一言で例えるなら？ 日大の貴公子

趣味＆理由
ゲーム

（理由）暇だから

好きな曲名＆理由
『Suicide』
BAD HOP

（理由）気分が上がる

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

チャーシューメン
チーズケーキ

目標や抱負 大学選手権優勝



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

リクアタ・テアウパ

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 流通経済大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 183cm 100ｋｇ

生年月日 1998/6/27

年齢 ２３歳

出身校・チーム Tupou College

キャリア U18トンガ代表

自分を一言で例えるなら？ 恐竜

趣味＆理由
映画を見ること、買い物
（理由）リラックスできる

好きな曲名＆理由
トンガミュージック
（理由）リラックス

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

天丼、寿司

目標や抱負 リーグ戦優勝



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

石岡 玲英

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 法政大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 176ｃｍ 80ｋｇ

生年月日 2001/9/22

年齢 20歳

出身校・チーム
大和郡山市少年少女RS

→郡山中学校
→御所実業高校

キャリア
第45期高校日本代表

第99回全国高校大会準優勝

自分を一言で例えるなら？ フリーマン

趣味＆理由 コーヒー

好きな曲名＆理由
『現実という名の怪物と戦う者たち』

高橋優

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

「T-lappola」のガーリックトースト

目標や抱負 たくさん学ばせていただきます。



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

ジュアン・ウーストハイゼン
所属チーム 東洋大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 211ｃｍ 130ｋｇ

生年月日 2002/2/27

年齢 20歳

出身校・チーム Helpmekaar College

キャリア U18ブルズ

自分を一言で例えるなら？ フレンドリー

趣味＆理由
ゴルフ

（理由）リラックスした時間を過ごせるから。
他にも、家族や友人と過ごす時間も大切です。

好きな曲名＆理由
様々なジャンルの音楽を聴きます。
特にドレイクの曲は大好きです。

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

ピザかとても大きなTボーンステーキです

目標や抱負
日本でプロ選手になるのは一つの夢ですが、

人としても素晴らしい人間性を身につけたいです。

＃関東大学オールスターゲーム2022



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

稲葉 聖馬

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 大東文化大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 166ｃｍ 73ｋｇ

生年月日 2002/1/27

年齢 20歳

出身校・チーム
伊賀良RS

→南信州Jr.RS
→御所実業高校

キャリア
U17、U19日本代表

花園出場

自分を一言で例えるなら？ マイペース

趣味＆理由
音楽を聴くこと

（理由）音楽を聴くのが好きだから

好きな曲名＆理由
『のびしろ』
Creey Nuts                                               

(理由）元気が出るから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

ラーメン

目標や抱負 人を感動させられるプレイヤーになる！



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

杉本 崇馬

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 中央大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 180ｃｍ 90ｋｇ

生年月日 2000/10/2

年齢 21歳

出身校・チーム
千歳中学校

→佐野日本大学高校

キャリア 高校三年：全国選抜大会出場

自分を一言で例えるなら？ スピードスター

趣味＆理由 ギター
（理由）疲れた時に、ギターの音色で癒されます

好きな曲名＆理由
『心絵』

（理由）この曲を聴いて勇気づけられます

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

寿司

目標や抱負
去年、悔しい思いをした先輩たちの分まで、

入替戦で勝利し1部昇格できるよう頑張ります。



氏名： プロフィール： ※所属チーム調べ

吉永 昂生

＃関東大学オールスターゲーム2022

所属チーム 法政大学

身長（ｃｍ）/体重（ｋｇ） 174ｃｍ 92ｋｇ

生年月日 2000/9/8

年齢 21歳

出身校・チーム
春日リトルラガーズ
→東福岡高校

キャリア
花園ベスト4

福井国体準優勝

自分を一言で例えるなら？ 甘党

趣味＆理由
韓国ドラマを見ること

（理由）女優が綺麗で面白い

好きな曲名＆理由
『Fight Song』
Rachel Platten

（理由）試合前に聞くと気合が入るから

好きな食べ物
（店の料理なら店名も）

オムライス

目標や抱負 タックル回数№1


