
Team

役員1 　　田島　幹夫 　　平間　初恵 　　北尾　暁江 　　入澤　あや

役員2 　　鍋嶋　順子 　　納　菜穂実 　　岩崎　真己子

役員3 　　米田　いづみ 　　谷口　マリ子 　　細谷　千鶴

役員4 　　飯田　美沙江 　　須田　瑞季 　　高山　扶美子

選手1 　　柏木　満 　　Ｌａｘｅｒ　Ｒａｎｄｙ 　　熊谷　義行 　　星野　敬司

選手2 　　西村　三雄 　　野田　剛志 　　石橋　俊基 　　森瀬　旭

選手3 　　高木　英克 　　佐藤　哲也 　　宇佐美　孝忠 　　西村　憲

選手4 　　柳谷　正寿 V　米田　富雄 V　平山　勇人 　　田中　伸史

選手5 　　岩崎　伸一 V　鈴木　大智 V　梅沢　利之 　　木下　和則

選手6 　　田中　哲治 V　丹野　桂太 V　斉藤　諭 　　越智　鉄朗

選手7 　　宮内　史隆 V　巌本　潤一 V　松山　潔 　　持山　剛

選手8 　　川口　寛 V　川本　滋裕 V　蛯名　佑亮 　　細谷　潤

選手9 　　三浦　浩幸 V　小野　寿弥 V　後藤　唯 　　渡辺　誠

選手10 V　佐々木　圭司 V　鈴木　秀治 V　廣澤　倫央 　　折目　啓伯

選手11 V　増子　秀司 V　石塚　貴史 V　江村　直人 　　山本　秀彦

選手12 V　荒木　卓三 V　エイブラムズ　マイケル V　鎌田　敏行 　　勝山　栄

選手13 V　松田　圭介 V　大河　健太 V　益子　正央 　　金子　岳史

選手14 V　菊地　拓海 V　坂本　尚志 V　岡田　俊亮 　　半田　実

選手15 V　宇都木　友樹 V　平間　達也 V　神田　雄嘉 　　日隈　励

選手16 V　氏次　孝征 V　渡辺　高樹 V　臼澤　庄太郎 　　愛敬　操

選手17 V　藤木　幸大 V　石橋　雅也 　　志田　康弘

選手18 V　氏次　祐貴 V　佐野　征児 　　近藤　雄介

選手19 V　増田　隆宏 V　諸橋　岳 　　三浦　雅也

選手20 V　倉田　龍一 V　鈴木　俊昭 V　小山田　晃

選手21 V　堀田　和信 V　村上　武蔵 V　岩崎　佑樹

選手22 V　松崎　具法 V　相馬　正寛 V　中村　威信

選手23 V　谷口　渉 V　伊藤　大地 V　鈴木　政洋

選手24 V　金子　慎之介 V　金子　祐介 V　Ｄｉｎｓｄａｌｅ　Ｂｌａｉｒ

選手25 V　堀田　喜信 V　栗原　佑記 V　Ｃｌｅｍｏ　Ｐａｕｌ

選手26 V　江守　良介 V　星　啓太 V　肥田　知仁

選手27 V　松崎　覚 V　笠井　龍  

選手28 V　倉田　恭兵 V　浦山　聖人  

選手29 V　金子　圭之介 V　栗原　拓馬  

 

Team

役員1 　　長谷川　清 　　深田　かおり 　　奥田　久美子 　　伊東　奈美

役員2 　　甲地　小瑠理 　　坂倉　結 　　小野　恭子

役員3 　　吉本　帆住 　　皆川　侑子 　　内林　えみ

役員4 　　戸塚　麻未 　　鬼丸　咲衣

役員5 　　加藤　奈央

役員6 　　矢野　紗織

選手1 　　長谷川　宜彦 　　戸井　康夫 　　坪子　誠 　　早川　昭仁

選手2 　　竹本　紀彦 V　長谷川　公威 　　植木　俊哉 　　伊東　順

選手3 　　小林　勝俊 V　杉本　大輔 　　浪木　俊弘 　　中山　高志

選手4 V　矢嶋　悠作 V　斎藤　慶介 　　東山　俊男 　　久保田　真

選手5 V　木内　智彦 V　河野　行成 　　荒木　裕一郎 V　小野　真

選手6 V　山田　雅之 V　大島　匡博 　　福島　敏弘 V　萩原　拓

選手7 V　菊池　陽介 V　鬼頭　穣 　　山家　守 V　角丸　貴洋

選手8 V　中島　清人 V　小林　丈人 　　藤野　威 V　加藤　正淑

選手9 V　岡野　宏 V　田中　洋範 　　渡邊　美隆 V　南島　晋

選手10 V　牧野　翔 V　成井　淳 　　谷　一将 V　川崎　拓

選手11 V　甲地　崇宏 V　栗谷　達郎 　　菅生　浩章 V　竹田　増蔵

選手12 V　佐々木　大輔 V　木川　賢仁 　　辻本　有悟 V　鬼丸　敬

選手13 V　坂本　祐介 V　福島　翔大 　　菅野　直樹 V　田中　康昭

選手14 V　坂田　悠 V　別府　義崇 　　城島　竜一 V　鈴木　勝人

選手15 V　垂井　拓也 V　上月　豊隆 V　渡辺　瑞希 V　菅野　淳

選手16 V　倉光　祐仁 V　鈴木　竜斗 V　泉　雅尚 V　吉田　幸平

選手17 V　石田　裕人 V　藤本　純平 V　東海林　孝光 V　吉田　圭佑

選手18 V　大久保　拓治 V　原　正明 V　朝倉　嘉彦

選手19 V　石橋　堅大 V　山口　鉄平 V　宮原　章文

選手20 V　加藤　大祐 V　尾野　晶亮 V　園田　啓介

選手21 V　松井　孝洋 V　三浦　智博 V　稲野　紋冬

選手22 V　今坂　文哉 V　澤口　祥 V　井藤　裕正

選手23 V　武井　将夢 V　田尻　佑亮

選手24 V　鈴木　勇也 V　對馬　優

選手25 V　有波　典 V　宮越　悠輔

選手26 V　土塚　直哉 V　加藤　光助

選手27 V　地久間　正寛 V　中里　幸太

選手28 V　齊藤　義之 V　森　将

選手29 V　西墻　孝則 V　西里　祐貴

選手30 V　小野　尚芳 V　江原　裕大

選手31 V　武井　淳貴 V　岩槻　拓郎

選手32 V　川端　郷介
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Team

役員1 　　畠山　鉄太郎 　　星野　和美 　　舘脇　佳世 　　佐藤　尚子

役員2 　　後藤　視貴 　　近藤　直美 　　鷹野　友美 　　水野　眞紀

役員3 　　柳井　みゆき 　　高橋　慎子

役員4 　　永元　仁美

役員5 　　関田　英恵

役員6 　　安藤　好

選手1 　　高谷　仁 　　前田　清史 　　蓑島　直美 　　須田　幸一

選手2 　　山家　正尚 　　須藤　裕治 　　荻野　哲男 　　中島　弘康

選手3 　　松村　秀雄 　　林田　裕好 　　鷹野　与志弥 　　井出　哲郎

選手4 　　園部　正博 　　黒川　真裕 　　古川　隆志 　　鈴木　利彦

選手5 　　保木本　隆生 　　星野　幸一 　　大熊　敦 　　海部　義英

選手6 　　原　市郎 　　中澤　謙一 　　中妻　孝之 　　小田　義也

選手7 　　浦島　隆 　　ＫＯＵＨＩＡ　ＭＩＫＡ 　　西河　俊秀 　　藤本　昭宏

選手8 　　坪山　睦 　　中川　章 　　吉田　俊一 　　米内　一尊

選手9 　　山腰　洋一郎 　　勝又　武志 　　新村　崇徳 V　菅田　眞央

選手10 V　菊地　竜次 　　星野　国治 　　舘脇　聡 V　美根　隆幸

選手11 V　清家　利之 　　長岡　正樹 　　中嶋　俊哉 V　片桐　直樹

選手12 V　池田　博俊 　　重田　佳紀 　　新村　篤史 V　高橋　亮太

選手13 V　高味　裕二 　　高原　正明 　　田辺　明 V　依藤　仁志

選手14 V　畠山　悠 　　小倉　実 　　大胡　亘 V　宇佐美　良和

選手15 V　古澤　正樹 　　石渡　修 V　佐藤　琢也 V　山岸　伸

選手16 V　篠崎　真介 　　斉藤　徳史 V　石崎　貴寛 V　小林　謙一郎

選手17 V　花水　宏章 　　結城　聡 V　冨田　浩靖 V　永田　隆太

選手18 V　石橋　憲一 　　李　相憲 V　小川　圭 V　池田　雅人

選手19 V　佐藤　裕介 V　村山　貴弘 V　池畠　彰之 V　小出　晋

選手20 V　天木　伸 V　DAMON　MICHAEL GREGORY V　松尾　篤憲 V　佐野　岳彦

選手21 V　山上　裕誉 V　河原　洋平 V　青木　人志

選手22  V　塚田　諒

選手23 V　土屋　頌

Team

役員1 　　山田　由衣 　　中村　美佐子 　　遊佐　久美子

役員2 　　高原　優子 　　鎮守　麻子

役員3 　　辻本　拓磨 　　小野崎　輝美

役員4 　　吉川　知美 　　河股　美衣

役員5 　　門井　由香

役員6 　　安藤　有彩

選手1 　　山田　一行 　　高須　邦彰 　　有田　典生 　　北川　邦晴

選手2 　　横田　徳靖 　　伊藤　一 　　大竹　浩一 　　後藤　浩之

選手3 　　Ｇｏｌｄｓｔｅｉｎ　Ｇａｒｙ 　　矢吹　朗 　　上村　宣孝 　　松川　真吾

選手4 　　田中　孝太郎 　　福田　憲一 　　中沢　功 　　松本　修

選手5 　　緒方　章人 　　西原　清 　　藤原　忠士 　　遊佐　寛

選手6 　　廣瀬　健 　　銅住　清一 　　中村　秀岳 　　勝岡　洋一

選手7 　　高原　正訓 　　小泉　康理 　　鎮守　正昭 　　高橋　克己

選手8 V　栖原　啓明 　　高須　正臣 　　鈴木　浩一 　　平野　実紀雄

選手9 V　吉川　元浩 　　柏崎　博之 　　梅津　圭一 　　高松　正樹

選手10 V　小杉　武史 V　西澤　卓也 　　本田　直人 　　花本　孝治

選手11 V　日原　かるら V　宮脇　昇 　　小橋口　貴 　　竹口　栄一

選手12 V　国京　宏好 V　鈴木　則夫 　　阿萬　雅生 　　中山　泰三

選手13 V　峯　研太郎 V　畠　幹生 　　丸山　聡 　　牧野　吉晃

選手14 V　渡邊　充 V　野口　勝志 　　小野崎　伸太郎 　　田中　美彦

選手15 V　末藤　雅章 V　須田　隆宏 V　渡辺　貴之 　　奈良　康博

選手16 V　西田　宏 V　餌打　竜二 V　林　要 　　城島　景明

選手17 V　門井　健三 V　餌打　哲二 V　村瀬　健哉 　　多賀　薫

選手18 V　Ｎｏｒｅｅｎ　Ｍａｔｈｉａｓ V　細田　渉 V　小糸　弘之 V　立木　雅也

選手19 V　古沢　寛 V　寺坂　仁芳 V　泉　武志 V　桑本　敦行

選手20 V　六所　圭佑 V　坂口　智洋 V　菊池　光延 V　浜本　武也

選手21 V　安藤　仁詩 V　橋本　卓 V　伊藤　元裕 V　土田　卓

選手22 V　大塚　洋司 V　平山　智一 V　岩淵　真悟

選手23 V　渡邊　浩輝 V　菊池　翔

選手24 V　中村　将大

選手25 V　鈴木　達也

選手26 V　山崎　大輔

選手27 V　阿部　皇宗
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Team YOKOHAMA BAY BLUES YOKOHAMA BAY JAZZ

役員1 　　加納　洋子 　　岡村　薫 　　早野　知美 　　小南　二千六

役員2 　　杉村　孝子 　　石山　麻理子 　　福富　紗奈己 　　橋本　美保

役員3 　　伊藤　由美子 　　山本　みゆき 　　清水　愛

役員4 　　仁平　和佳子 　　高橋　典子

役員5 　　塩谷　麻衣 　　久原　万里子

役員6 　　加藤　加誉子 　　神山　美由紀

役員7 　　宮崎　寛子 　　盛田　陽子

役員8 　　金子　のぞみ

選手1 　　渡辺　雅之 　　酒井　丈嗣 　　林　謙二 　　鹿野　義隆

選手2 　　黒田　弘志 　　石山　卓男 　　伏見　康成 　　福田　峰之

選手3 　　加納　圭吾 　　岡村　信彦 　　石津　真人 　　西海　敬恭

選手4 　　近藤　健一 　　久原　徹哉 　　渡辺　篤 　　菅野　大介

選手5 　　三橋　修士 　　小林　裕幸 V　菊田　幸生 　　小南　正春

選手6 　　町田　達彦 　　山本　茂雄 V　松原　太 　　清水　邦晴

選手7 　　山田　知久 　　栗林　良治 V　大澤　邦之 　　安西　博

選手8 　　藤井　大輔 　　高橋　貞夫 V　吉原　良治 　　宮寺　和之

選手9 　　杉村　栄仁 　　田中　俊久 V　福富　善大 　　竹内　誠司

選手10 　　森田　修一 　　神山　賢 V　門田　和士 　　竹村　康

選手11 V　岸　裕介 　　藤井　慎吾 V　生田目　健次 　　平田　芳紀

選手12 V　松尾　光祐 　　奥山　一茂 V　望月　俊吾 　　斎藤　英敏

選手13 V　川辺　健吾 　　前田　洋介 V　大町　真生 　　清水　信宏

選手14 V　岸代　憲一 　　前田　貴史 V　下村　一英 V　湯浅　重之

選手15 V　細見　健吾 　　西田　毅 V　大町　陽輝 V　山田　直史

選手16 V　瀧澤　洋平 　　野川　知弘 V　斉藤　俊晃 V　山本　京平

選手17 V　田代　圭一 　　黒崎　誠 V　織部　修平

選手18 V　山内　祐介 　　山走　瑞樹 V　小南　亮太

選手19 V　東山　祐介 V　鳥居　信之介

選手20 V　加藤　慎太郎 V　金子　善隆

選手21 V　久保　周作

選手22 V　和崎　政則

選手23 V　宇治川　裕樹

選手24 V　盛田　怜央

選手25 V　辻井　寛澄

Team

役員1 　　秋田　奈美 　　朴　靜燮 　　河野　哲彦 　　中村　千佳子

役員2 　　田口　妃佐子 　　竹内　美由紀 　　金　誠実

役員3 　　野澤　美代子

選手1 　　久保木　尚志 　　福田　典夫 　　宮本　淳平 　　杉浦　正一

選手2 　　秋田　靖夫 　　相野谷　照明 　　田中　直樹 　　岩野　正寿

選手3 　　佐々木　寛 　　中山　茂 　　太田　信之 　　杉浦　弘章

選手4 　　田神　英樹 　　城所　徳雄 　　田口　裕介 　　鄭　高延

選手5 　　小菅　治朗 　　羽鳥　泰史 　　古浦　繁和 　　杉浦　正

選手6 　　坂本　健一郎 　　鄭　忠延 　　工藤　哲也 　　関　正夫

選手7 　　長尾　淳平 　　田村　巌 　　岡　江輝 　　大津　匠

選手8 　　清水　尚樹 　　金　載元 　　三本　美治 　　中村　勝二

選手9 　　田口　篤史 　　中村　孝 　　川崎　雅弘 V　森谷　成宏

選手10 　　田中　仁史 　　青柳　良雅 　　田中　龍一 V　伊藤　雅俊

選手11 V　北島　弘基 　　木越　敏幸 　　佐々木　崇 V　青木　健輔

選手12 V　稲垣　匡高 　　若林　大輔 　　田中　浩樹 V　小阪　由他

選手13 V　曽賀　玄瑞 　　小田　哲也 　　竹内　茂 V　桶川　一馬

選手14 V　服部　一平 　　石口　亮好 　　熊田　隆志 V　島脇　悠治

選手15 V　丸山　伸伍 　　鄭　郁史 　　荒木　務 V　北原　健太

選手16 V　小山内　亮 　　室橋　勇 　　高橋　俊勝 V　青山　直人

選手17 V　関根　大地 　　前中　貴博 V　平田　剛

選手18 V　周　健栄 V　畑中　和幸

選手19 V　野澤　説也 V　平田　三元

選手20 V　齋藤　弘 V　舟見　宗祐

選手21 V　斉藤　学 V　内藤　信仁

選手22 V　斎野　智洋 V　上村　敬央

選手23 V　野口　大輔 V　加藤　春比古

選手24 V　木村　晃士 V　欠端　貴史

選手25 V　百瀬　浩晃 V　渡部　一麿

選手26 V　陣内　太郎 V　中尾　順

選手27 V　日景　龍太朗

選手28 V　河野　佳介

選手29 V　今井田　侑樹

選手30 V　栗田　広治良

シルバーバックス スーパー・イーグルス スーパー・ケッターズ

イワトビペンギンズ サザンレッドウイングス

スギウライーグルス



Team

役員1 　　船水　はるか 　　長谷川　絵美子 　　伊藤　大介

役員2 　　川口　やよい 　　瀧澤　千絵

役員3 　　米田　真由美 　　風間　聖子

役員4 　　河野　亜衣

役員5 　　新見　友理

役員6 　　佐藤　由佳

選手1 　　萩野　滋夫 　　山口　敬介 　　中野　勝 　　大口　武弘

選手2 　　大川　春夫 　　吉野　一宏 　　高橋　昭雄 　　糟谷　靖宏

選手3 　　西原　一紀 　　源波　秀樹 　　伊藤　厚生 　　伊藤　保徳

選手4 　　東村　智之 　　長谷川　大介 　　長谷川　伸 　　藤井　宏明

選手5 　　ＧＬＥＮＮ　ＳＴＥＶＥ 　　田名部　大 　　遠藤　孝久 　　古井　義明

選手6 　　浪本　雅和 　　林　智樹 　　吉田　見登留 　　馬場　浩

選手7 　　古川　浩史 　　宗　圭介 　　神部　孝 　　矢口　和之

選手8 　　仲澤　輝宏 　　河久保　昌利 　　丹羽　幸雄 　　枕辺　勝美

選手9 　　高索　洋介 　　上田　貴史 　　馬場　秀彦 V　広瀬　健太郎

選手10 　　大島　泰平 　　石田　淳 　　星野　克仁 V　梅原　弘幸

選手11 　　菊地　雄三 　　笹部　圭以 　　飯倉　利行 V　佐藤　敦

選手12 　　内野　太郎 　　大津　克己 　　伊藤　俊一 V　佐藤　弾

選手13 V　島田　剛斉 　　Ｃｏｓｉｃ　Ｒｅｆｉｋ 　　石原　信浩 V　生田　和之

選手14 V　永田　謙一郎 　　松田　未央 　　佐藤　淳 V　鈴木　久也

選手15 V　佐藤　圭 V　Ｄａｖｉｇｎｏｎ　Ｍｉｃｈａｅｌ 　　朝倉　智行 V　岡　厚

選手16 V　星野　敦生 V　北条　大輔 　　水原　健司 V　浅野　正樹

選手17 V　乗越　理俊 V　田代　和也 　　渋谷　智 V　鹿庭　祐介

選手18 V　佐藤　秀旭 V　江成　晃一 　　鎌田　司 V　高橋　賢泰

選手19 V　鈴木　雄三 V　秋山　祐輔 V　有野　寿 V　川上　元気

選手20 V　広実　慶彦 V　DeMetropolis　Damon V　遠藤　健太 V　久保田　浩気

選手21 V　宮下　真一 V　大穂　翼

選手22 V　神田　浩平 　　今井　尚

選手23 V　板山　佳裕

Team

役員1 　　岡部　由美 　　高橋　ともえ 　　赤塚　誠 　　斎藤　尚三

役員2 　　小村　慈子 　　原田　裕之

役員3 　　大湊　薫 　　澤木　由子

選手1 　　阿辺　信明 　　稲葉　康行 　　夛田　敏 　　安斉　文夫

選手2 　　浅野　和生 　　光金　正官 　　田村　市朗 　　森　明弘

選手3 　　坂田　敏博 　　生島　喜大 　　乾　智里 　　天野　克也

選手4 　　伊藤　智 　　神保　剛 　　高杉　亮 　　斎藤　大一郎

選手5 　　林　直孝 　　橋本　淳 　　渡辺　浩彰 V　田村　英治

選手6 　　首藤　公輔 　　佐藤　慎 　　久保　健一 V　阿部　紳司

選手7 　　岡部　勇人 　　澤木　駿介 　　余宮　賢 V　杉山　建

選手8 　　伊藤　進 　　戸塚　裕之 　　小幡　吉彦 V　布施　卓哉

選手9 　　高津戸　泰 　　堀内　信哉 　　田中　利弘 V　大和田　千尋

選手10 　　出原　竜太 　　高橋　浩三 　　鈴木　俊祐 V　瀧澤　祐輔

選手11 　　藤本　悟 　　澤木　大也 　　池田　隆 V　中村　啓一

選手12 　　奥村　裕史 　　林　毅 　　橋本　浩司 V　中島　一護

選手13 　　船水　剛 　　宮田　秀慎 　　関　伸明 V　阿部　国明

選手14 　　高橋　直樹 V　吉森　毅 V　今野　賢治 V　渡辺　太郎

選手15 　　酒井　寿一 V　橋爪　整 V　渡部　俊太郎 V　内藤　洋平

選手16 V　加藤　彰仁 V　元井　広樹 V　生駒　陽一郎 V　相馬　由寛

選手17 V　岸　昇 V　稲葉　稔 V　村上　祐資

選手18 V　谷田部　興資 V　佐藤　秀治

選手19 V　宇都宮　智宏 V　榎本　憲嗣

選手20 V　末長　茂樹 V　石丸　雅矩

選手21 V　阿部　励起

選手22 V　須田　恭平

選手23 V　中嶋　有祥

選手24 V　中島　翔太

選手25 V　岡部　勇介

荒鷲Flyers
ロックホッパー

ペンギンズ

チームハセガワZ
ゼロックス

アイスホッケークラブ
チームハセガワA パイレーツ

ハマクラブB リンクス



Team

役員1 　　中山　伸子 　　松浦　昌己 　　本田　真侑子 　　芹田　真希

役員2 　　三辺　民紗 　　宮尾　紗代 　　小野　裕紀子

役員3 　　田名部　美紗 　　石川　由梨佳

役員4 　　谷　美穂

役員5 　　小川　千尋

役員6 　　諸岡　未来

役員7 　　山崎　麻未

選手1 　　淵之上　光廣 　　小口　勝司 V　室井　俊希 V　大木　紘一郎

選手2 　　落合　一也 　　成澤　英明 V　西　賢吾 V　虎岩　正典

選手3 　　後藤　源一郎 　　佐久間　勇 V　高木　陽平 V　石川　邦行

選手4 　　上村　隆雅 　　中村　明央 V　坂本　卓也 V　相馬　健吾

選手5 　　斉藤　昭彦 　　山口　徹太郎 V　阿部　弘明 V　都　悠太郎

選手6 　　飯田　淳 　　竹味　利晃 V　栗山　信吾 V　纐纈　皓平

選手7 　　Ｄｅ　Ｇｒｏｏｔ　Ｅｒｉｃ 　　佐藤　篤 V　永瀬　拓 V　明石　直之

選手8 　　八巻　勲 　　山縣　徹哉 V　安田　峻 V　北森　亘亮

選手9 　　渡辺　裕之 　　浅川　剛吉 V　原田　祥多 V　藤中　隆広

選手10 　　清水　大三 　　神谷　雄己 V　金子　翔真 V　小林　徳晃

選手11 　　佐藤　真 　　吉川　泰司 V　市川　達也 V　丹尾　竜太郎

選手12 　　黒岩　周一郎 V　波田野　宜広 V　秋山　優 V　伊東　哲志

選手13 　　飯塚　祐介 V　福田　輝幸 V　藤川　昂 V　佐藤　初

選手14 V　猿渡　照起 V　工藤　理史 V　羽尾　景太 V　薦田　拓也

選手15 V　垣平　祐基 V　歌野原　慎一 V　後藤　圭史

選手16 V　新井　良信 V　野本　朋宏 V　引原　宏朗

選手17 V　ハーパ　マット V　土屋　洋道 V　稲見　志馬

選手18 V　柳川　正弦 V　小野　康寛 V　高谷　圭祐

選手19 V　岡　優樹

選手20 V　斉藤　寬一

選手21 V　前田　悠

選手22 V　広田　健吾

選手23 V　樋口　貴俊

選手24 V　田代　良彦

選手25 V　江守　永

選手26 V　佐藤　友一郎

選手27 V　原田　真吾

選手28 V　三辺　武彦

選手29 V　黒田　拓馬

選手30 V　岡田　智彰

選手31 V　小林　義人

選手32 V　大澤　克成

選手33 V　井上　慶丈

選手34 V　萩原　祥弘

選手35 V　松本　裕樹

選手36 V　牛腸　俊彦

選手37 V　臼井　勇樹

選手38 V　飯島　堅太郎

選手39 V　板山　典継

選手40 V　元井　太郎

選手41 V　及川　悠人

選手42 V　難波　北人

Team

役員1 　　小山　豊 　　白幡　志穂 　　萱嶋　美佳 　　吾妻　めぐみ

役員2 　　清水　奈保美 　　小林　優 　　小髙　小音美

役員3 　　小山　紗世

選手1 　　高木　正生 　　平塚　譲治 　　沢田　明真左 　　深谷　龍生

選手2 　　伊東　正仁 　　Ｔｈｏｍａｓ　Ｇｉｕｆｆｒｅ 　　鍵和田　和明 　　重松　浩一

選手3 　　田島　重則 　　網干　夏近 　　本村　佳之 　　高林　健

選手4 　　小川　公勝 　　名倉　靖二 　　萱嶋　誠 　　落合　健一

選手5 　　中村　慎 　　Ｂｕｄｏｗ　Ｔｉｍｏ 　　比知屋　太朗 　　佐久間　剛

選手6 　　小山　等 　　Ｔａｋｅｕｃｈｉ　Ｍｉｃｈａｅｌ 　　千　成珍 V　林原　仁

選手7 　　諸橋　智彦 　　Ｃｈａｄ　Ｉｒｗｉｎ 　　戸高　英明 V　小高　智

選手8 　　中谷　太 　　和田　昭弘 　　前川　健太郎 V　斉藤　信行

選手9 　　宮野　賢一 　　後藤　仁 V　杉山　俊輔 V　瀧澤　典督

選手10 　　平野　俊樹 　　新堂　義幸 V　頭山　晋太郎 V　野坂　和正

選手11 　　清水　和人 　　関川　秀一郎 V　清水　謙介 V　野口　墾人

選手12 　　佐野　彰彦 　　八重川　隆 V　宮本　聡一郎 V　中村　豪志

選手13 　　岩科　泰志 　　Ｓｕｍｍｅｒｈａｙｓ　Ｇａｒｙ V　北野　真章 V　足立　敦俊

選手14 　　阿部　　進太郎 　　安部　浩明 V　三橋　正人 V　堀田　幹峰

選手15 　　Ｇａｒｎｅｒ　Ｇｒａｈａｍ 　　Ｄｕｐｕｉｓ　Ｊａｍｉｅ V　土屋　智大 V　貝塚　卓

選手16 　　Ｍｉｌｌｗａｒｄ　Ｊａｓｏｎ 　　ＭｃＣａｓｋｉｅ　Ｓｃｏｔｔ V　持丸　雅典 V　坂上　永悟

選手17 　　渡邊　大輔 　　粟野　史洋 V　五十嵐　透 V　須甲　剛

選手18 V　橘　猛 　　山本　英仁 V　日向野　孝仁 V　臼田　高志

選手19 V　林　大吾 V　Ａｒｒｏｎ　Ｄｏｂｒｅｓｃｕ V　小林　晴信

選手20 V　Ｃｈｒｉｓ　Ｓｔｏｎｅｓ V　Ｅｒｉｋｓｓｏｎ　Ｍａｇｎｕｓ V　窪田　昌佳

選手21 V　和田　等 V　大山　訓弘 V　渡辺　悠太

選手22 V　松下　龍太 V　前田　雄輝 V　山下　高

選手23 V　滝崎　浩 V　岩崎　大佳

選手24 V　永島　駿 V　田村　和彦

上條会Mao's
神奈川

メープルリーフB

全日空アイスホッケー部
相模原市役所

アイスホッケー部

慶應ELK

日産自動車ピストンズ

慶應スパイラル

常盤台ユベントス



Team

役員1 　　飯干　久美子 　　大迫　桜子

役員2 　　菊間　博子

選手1 　　下山　浩二 　　中尾　久仁男 　　市川　健

選手2 　　大貫　薫人 　　大迫　健 　　上山　洋

選手3 　　石渡　克成 　　石川　誠 　　入野　徹

選手4 　　佐藤　茂之 　　堀川　利明 　　長谷川　和弘

選手5 　　勝俣　充洋 　　吉田　裕司 　　村田　潤

選手6 　　桑原　大輔 　　内田　貴典 V　轟　啓介

選手7 　　石橋　隆之 　　坂井　康一郎 V　徳村　篤人

選手8 　　根上　岳士 　　ＳＴＯＫＥＳ　ＲＯＢＥＲＴ V　千葉　真也

選手9 V　勝俣　晶宣 　　二見　穏彰 V　服部　篤

選手10 V　吉田　喜洋 　　益田　英哲 V　吉羽　隆行

選手11 V　黒田　淳 　　鎌田　貴裕 V　松井　剛

選手12 V　江島　明彦 V　首藤　裕介 V　友添　祐介

選手13 V　和田　泰格 V　浮田　博文 V　加藤　航二

選手14 V　水庭　宜隆 V　平田　昌義 V　坂井　貴史

選手15 V　遠藤　祥 V　佐藤　一成 V　鈴木　昴亮

選手16 V　佐藤　慶 V　加畑　大輔 V　古川　和幸

選手17 V　佐藤　謙治 V　斉藤　拓 V　中川　亮

選手18 V　丸山　慎司 V　平山　隆介 V　中崎　育男

選手19 V　谷口　正博 V　山川　桂一郎 V　平井　翔太

選手20 V　榮　辰介 V　漆畑　豪 V　小竹　勇輝

選手21 V　乾　祐二 V　今村　賢志 V　幸　英史朗

選手22 V　丹羽　和也 V　高向　均 V　三世　昇

選手23 V　松岡　諒 V　成瀬　五月 V　清水　大地

選手24 V　岩端　秀之 V　浅井　崇太

選手25 V　長田　洋資 V　今野　淳人

選手26 V　宗　勇人 V　堀　高誌

選手27 V　間辺　祥生 V　竹本　亮太

選手28 V　足立　智信

選手29 V　和田　勇気

選手30 V　大鷲　大志

箱根クラブ
富士通ＲＥＤ
ＢＵＬＬＥＴＳ

横浜ガルズ


