
メンバー表 2017/06/11
13:30 Kick Off

秩父宮秩父宮フレンドシップマッチ2017 国際試合

サントリーサンゴリアス (Host)   NSWワラターズ (Visitor)

合計得点 前半 後半   前半 後半 合計得点
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    DG    

    計    

 

レフリー
 麻生彰久 (日本協会A)

アシスタントレフリー
 藤内有己 （日本協会A1）
 関谷惇大 （日本協会A2）

 高橋真弓(日本協会)/岸川剛之(日本協会)
タイムキーパー

会田彰

サントリーサンゴリアス
# Pos. 　　　氏　　　名　　　 資格年齢身長/体重 出身/所属

1 PR 森川 由起乙 24 180/106 京都成章高校 → 帝京
大学

2 HO 中村 駿太 23 176/105 桐蔭学園高校 → 明治
大学

3 PR 須藤 元樹 23 173/110 國學院大學久我山高校
→ 明治大学

4 LO 小林 航 23 195/112 明治大学付属中野八王
子高校 → 明治大学

5 LO 寺田 大樹 24 195/97 秋田工業高等学校 →
明治大学

6 FL 大島 佐利 29 181/90 國學院大學栃木高校
→ 早稲田大学

7 FL 西川 征克 30 181/95 東海大学付属仰星高校
→ 関西学院大学

8 No.8 桶谷 宗汰 22 178/95 常翔学園高校 → 明治
大学

9 SH 日和佐 篤 30 166/72 報徳学園高校 → 法政
大学

10 SO 田村 熙 23 175/85 國學院大學栃木高校
→ 明治大学

11WTB 長友 泰憲 32 176/85 高鍋高校 → 中央大学

12CTB 中村 亮土 26 178/92 鹿児島実業高校 → 帝
京大学

13CTB 村田 大志 29 182/81 長崎北陽台高校 → 早
稲田大学

14WTB 松井 千士 22 183/82 常翔学園高校 → 同志
社大学

15 FB 竹下 祥平 28 177/83 東福岡高校 → 法政大
学

16

Re.

北出 卓也 24 180/101 東海大学付属仰星高校
→ 東海大学

17 垣永 真之介 25 180/115 東福岡高校 → 早稲田
大学

18 畠山 健介 31 178/113 仙台育英学園高校 →
早稲田大学

19 仲村 慎祐 29 190/125 報徳学園高校 → 日本
大学

20 竹本 隼太郎 33 180/103 長崎北高校 → 慶應義
塾大学

21 大越 元気 22 162/68 茗溪学園高校 → 同志
社大学

22 宮本 啓希 30 174/86 天理高校 → 同志社大
学

23 竹本 竜太郎 29 174/82 長崎北高校 → 慶應義
塾大学

24 中づる（雨冠に隹・鳥
の順） 隆彰

26 177/80 西南学院高校 → 早稲
田大学

25 成田 秀平 22 176/83 秋田工業高校 → 明治
大学

NSWワラターズ
# Pos. 　　　氏　　　名　　　 資格年齢身長/体重 出身/所属

1 PR パディー ・ライアン 28 190/114 タムワース

2 HO ダミアン ・フィッツパトリ
ック

28 183/105 シドニー

3 PR アンガス ・タアヴァオ 37 194/120 オークランド(NZ)

4 LO デイヴィッド ・マクダリ
ング

28 196/118 シドニー

5 LO ウィル ・スケルトン 25 203/140 オークランド(NZ)

6 FL マイケル ・ウェルズ 24 190/104 ワルーンガ

7 FL マクレーン ・ジョーンズ 20 189/97 セントジョージ

8 No.8 ジェド ・ホローウェイ 24 195/118 ウーロンゴン

9 SH マット ・ルーカス 25 172/82 ゴールドコースト

10 SO アンドリュー ・ディーガ
ン

22 177/86 セントレナーズ

11WTB ハリー ・ジョーンズ 21 187/100 アヴァロン

12CTB イラエ ・シモネ 21 193/106 オークランド(NZ)

13CTB アンドリュー ・ケラウェ
イ

21 183/94 シドニー・ファーノース
コースト

14WTB タンゲレ ・ナイヤラヴォ
ロ

25 195/123 ヤサワ島(Fiji)

15 FB ブライス ・ヘガティー 24 185/92 ブリスベン

16

Re.

ヒュー ・ローチ 24 178/106 シドニー

17 デイヴィッド ・ロロヘア 25 193/135 マウントドリット

18 サム ・ニーズ 26 178/112 サウスウエストロックス

19 セニオ ・トレアフォア 23 197/125 シドニー・ウエストミード

20 パット ・マッカチオン 29 187/105 マロマイン

21 デイヴィッド ・ホーウィ
ッツ

22 183/94 シドニー

22 キャメロン ・クラーク 24 185/88 オークランド(NZ)

23 リース ・ロビンソン 29 180/90 タリー

24 マック ・マイソン 21 178/86 ケアンズ

＊背番号の白抜きはキャプテン ＊資格は F:外国籍、A:アジア、E:特別 ＊メンバーは変更になる場合があります。メンバーボードをご確認下さい。

『FOR ALL, FOR EARTH.　日本ラグビー協会は、いつも環境に配慮した活動をめざしています』


