
2017/9/06　17:00時点

Po No 氏名 ふりがな 出身校 所属 年齢・学年
変更前 FP 23 大井　大輔 おおい　だいすけ 福井工業大学 福井クラブ 22
変更後 FP 32 亀山　紅葉 かめやま　こうよう 巻総合高校 福井工業大学 21

変更前 FW 19 横澤　稔哉 よこさわ　としや 沼宮内 駿河台大学 19
変更後 MF 31 井上　優大 いのうえ　ゆうだい 玖珠美山 駿河台大学 18
変更前 ＦＷ 29 冨永　翼 とみなが　つばさ 玄海 駿河台大学 19
変更後 ＦＷ 32 小倉　猛瑠 おぐら　たける 不来方 駿河台大学 19
変更前 ＦＢ 30 奥平　大輔 おくひら　だいすけ 飯能南 駿河台大学 19
変更後 ＦＢ 33 大内　颯希 おおうち　さつき 東海 駿河台大学 19

2017/9/04　修正
校正間違い

誤 MF 8 飯味　奈々星
正 MF 8 飯見　奈々星

2017/8/30　17:00時点
なし

Po No 氏名 ふりがな 出身校 所属 年齢・学年
変更後 FW 17⇒31 原田　竜平 はらだ　りゅうへい 天理大学 小矢部ＲＥＤ ＯＸ 40
変更前 FW 23 早田　吉秀 はやた　よしひで 星稜大学 小矢部ＲＥＤ ＯＸ 34
変更後 FB 23⇒32 山下　学 やました　まなぶ 東京農業大学 VELTEX 28

※　上記の2選手の背番号は矢印のとおりとします。よろしくお願いします。

2017/8/29　17:00時点

変更前 MF 15 遠藤　璃 えんどう　るい 名古屋商業高校 聖泉大学 20
変更後 FB 31 瀬川　真弓 せがわ　まゆ 伊吹高校 滋賀クラブ 22

追加 MF 22 山本　由佳理 やまもと　ゆかり 東海学院大学　 ソニー HC BRAVIA Ladies 36

追加 GK 22 吉川　由華 よしかわ　ゆか 山梨学院大学 おやべWeed’s HC 33

変更前 FB 34 島谷　日菜子 しまやひなこ 天理高校 天理大学ベアーズ 18
変更後 FB 4 吉川　薫 よしかわかおる 丹生高校 天理大学ベアーズ 21

2017/5/24　17:00時点

変更前 ＧＫ 26 橋谷　浩平 はしや　こうへい 明治大学 福井クラブ 34
変更後 ＧＫ 24 松島　孝治 まつしま　こうじ 同志社大学 福井クラブ 28

役職名 氏名 ふりがな  資格の有無 出身校 所属 年齢
変更前 コーチ 馬谷　誠 うまたに　まこと 無 同志社大学 福井クラブ 36
変更後 フィジオ 月田　隼貴 つきだ　じゅんき 無 福井医療短期大学 福井クラブ 26

2017/5/10　17:00時点

変更前 FW 30 杉山　広樹 すぎやま　ひろき 岐阜総合学園 朝日大学 19

チーム名 ソニー HC BRAVIA Ladies

チーム名 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄﾚｯﾄﾞｽﾊﾟｰｸｽ

駿河台大学チーム名

チーム名 天理大学ベアーズ

男子選手
チーム名 岐阜朝日クラブ

男子選手
チーム名 福井クラブ

男子役員
チーム名 福井クラブ

高円宮牌２０１７ホッケー日本リーグ
役員・選手　変更届一覧

女子選手
チーム名 聖泉大学

男子選手 男子役員
チーム名 小矢部ＲＥＤ ＯＸ

女子選手
チーム名 立命館ホリーズ

男子選手
チーム名 福井クラブ

チームがプログラム原稿を確認し、OKを出し、印刷完了後に間違いが
判明しました。以降の試合については訂正した氏名で対応します。



変更後 FW 33 太田　匡亮 おおた　きょうすけ 伊吹 朝日大学 18

変更前 ＦＢ 28 江田　司 えだ　つかさ 今市高校 天理大学ベアーズ 18
変更後 ＦＢ 31 石原大誠 いしはらたいせい 小国高校 天理大学ベアーズ 19

変更前 MF 30 大門　あすか だいもん　あすか 石動 東海学院大学 18
変更後 MF 31 澤田　未梨美 さわだ　みなみ 玄界 東海学院大学 18

2017/4/19　17:00時点

変更前 ＧＫ 24 松島　孝治 まつしま　こうじ 同志社大学 福井クラブ 28
変更後 ＧＫ 31 関澤　博之 せきざわ　ひろゆき 法政大学 福井クラブ 30

変更前 GK 28 鈴村　あかね すずむらあかね 川薩清修館高校 天理大学ベアーズ 19
変更後 FW 31 小林　愛実 こばやしあいみ 八頭高校 天理大学ベアーズ 18
変更前 FW 29 小嶋　茉里奈 こじままりな 羽衣学園高校 天理大学ベアーズ 20
変更後 MF 32 島田　あみる しまだあみる 伊吹高校 天理大学ベアーズ 18
変更前 FW 30 久保寺　優希 くぼでらゆうき 米沢商業高校 天理大学ベアーズ 20
変更後 FW 33 田中　香帆 たなかかほ 岐阜各務野高校 天理大学ベアーズ 18
変更前 FB 4 吉川　薫 よしかわかおる 丹生高校 天理大学ベアーズ 21
変更後 FB 34 島谷　日菜子 しまやひなこ 天理高校 天理大学ベアーズ 18

変更前 FB 20 安川　円香 やすかわ　まどか 玄界高等学校 山梨学院大学 19
変更前 GK 27 笠井　千花子 かさい　ちかこ 巻高等学校 山梨学院大学 19
変更前 MF 29 松浦　サヤ まつうら　さや 横田高等学校 山梨学院大学 19
変更後 MF 31 和田　茜 わだ　あかね 不来方高等学校 山梨学院大学 18
変更後 GK 32 赤谷　衿香 あかや　えりか 山梨学院大学 山梨学院大学 26
変更後 MF 33 田中　彩樹 たなか　さき 不来方高等学校 山梨学院大学 18

役職名 氏名 ふりがな 資格の有無 出身校 所属 年齢
追加 アナリスト 片山　成年 かたやま　なりとし 無 57

役職名 氏名 ふりがな 資格の有無 出身校 所属 年齢
追加 GM 米村欣也 よねむらきんや 無 同志社大学 南都銀行 52

変更前 部長 西川和伸 にしかわかずのぶ 無 同志社大学 南都銀行 53
変更後 部長 西岡英俊 にしおかひでとし 無 同志社大学 南都銀行 53

役職名 氏名 ふりがな 資格の有無 出身校 所属 年齢
追加 フィジオ 橋川　敬伸 はしかわ　けいしん 鍼師 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄﾚｯﾄﾞｽﾊﾟｰｸ 37
追加 フィジオ 相原　一勢 あいはら　いっせい 理学療法士 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄﾚｯﾄﾞｽﾊﾟｰｸ 30
削除 ﾁｰﾑｵｰﾅｰ柴田　暢雄 しばた　のぶお 無 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄﾚｯﾄﾞｽﾊﾟｰｸ 70
削除 ｼﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸ川手 茂昭 かわて　しげあき 無 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄﾚｯﾄﾞｽﾊﾟｰｸｽ

2017/4/13　17:00時点

Po No 氏名 ふりがな 出身校 所属 年齢・学年
追加 FW 25 佐野　公平 さの　こうへい 駿河大学 小矢部ＲＥＤ ＯＸ 22

変更前 FW 17 森　洋平 もり　ようへい 立命館大学 小矢部ＲＥＤ ＯＸ 23
変更後 FW 31 原田　竜平 はらだ　りゅうへい 天理大学 小矢部ＲＥＤ ＯＸ 40
変更前 FW 23 早田　吉秀 はやた　よしひで 星稜大学 小矢部ＲＥＤ ＯＸ 34
変更後 FB 32 山下　学 やました　まなぶ 東京農業大学 VELTEX 28

Po No 氏名 ふりがな 出身校 所属 年齢・学年
変更前 FW 28 杉山　大晟 すぎやま　たいせい 可児工業高校 朝日大学 18
変更後 MF 31 山田　龍人 やまだ　たつひと 朝日大学 岐阜朝日クラブ 24
変更前 MF 29 宮原　正哉 みやはら　まさや 川薩清修館高校 朝日大学 18
変更後 FW 32 川畑　俊貴 かわばた　としき 朝日大学 岐阜朝日クラブ 22

Po No 氏名 ふりがな 出身校 所属 年齢・学年

女子選手
チーム名 東海学院大学

チーム名 天理大学ベアーズ

チーム名 天理大学ベアーズ

岐阜朝日クラブ　BLUE DEVILS

男子選手

チーム名

チーム名 小矢部ＲＥＤ ＯＸ

チーム名 山梨学院OCTOBEREAGLES

チーム名 南都銀行SHOOTINGSTARS

チーム名 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄﾚｯﾄﾞｽﾊﾟｰｸｽ

女子役員
チーム名 ソニー HC BRAVIA Ladies

チーム名 山梨学院CROWNING GLORIES

男子選手
チーム名 福井クラブ

女子選手



変更前 FB 22 石原　宏樹 いしはら　ひろき 横田高校 山梨学院大学 20
変更後 　　FB 31 山口　輝人 やまぐち　てると 山梨学院高校 山梨学院大学 18
変更前 FW 26 酒井　悠矢 さかい　ゆうや 清水国際高校 山梨学院大学 20
変更後 FB 32 三澤　孝康 みざわ　たかやす 山梨学院大学 山梨学院大学 30

Po No 氏名 ふりがな 出身校 所属 年齢・学年
追加 FB 24 長岡　司 ながおか　つかさ 山梨学院大学 診療印刷 23
追加 ＦＢ 25 平田　旭彦 ひらた　あきひこ 天理大学 ＡＬＤＥＲ飯能 39
追加 ＦＷ 27 阿久津　智弘 あくつ　ともひろ 法政大学 ＡＬＤＥＲ飯能 39
追加 ＦＷ 28 遠藤　延人 えんどう　のぶと 天理大学 ＡＬＤＥＲ飯能 39
追加 ＦＷ 29 山口　悟 やまぐち　さとる 飯能高校 ＡＬＤＥＲ飯能 41
追加 ＦＷ 30 藤島　弘介 ふじしま　こうすけ 法政大学 ＡＬＤＥＲ飯能 42

役職名 氏名 ふりがな  資格の有無 出身校 所属 年齢
追加 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞコーチ 黒澤　亮介 くろさわ　りょうすけ NSCA ポーツマス大学（イギリス） 岐阜県スポーツ科学　　トレーニングセンター 34

役職名 氏名 ふりがな  資格の有無 出身校 所属 年齢
変更前 事務局 笹川　晴満 ささかわ　はるみつ 川越工業高校 ＡＬＤＥＲ飯能 68
変更後 マネージャー 大木　　碧 おおき　みどり 早稲田大学 ＡＬＤＥＲ飯能 23

チーム名 ＡＬＤＥＲ飯能

チーム名 岐阜朝日クラブ　BLUE DEVILS

チーム名 ＡＬＤＥＲ飯能

男子役員


