
関西大会　２月5日8：30［集合］　9：00［代表者会議・キャプテン会議］ 9：20［開会式］　10：30～15：02［試合］　ゲーム終了次第［閉会式］
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選手宝塚ラグビースクール（兵庫県）
青山　郁久 阿部　堅真 嘉悦　滉太

才本　陽楽 本川　大翔 堀内　芽生

木村　隼人 浅田　一帆 関川　　毅

児玉　玄輝 橋本　優真 山下　哲平

西島　煌記 平野惣一朗

入江　　実 嘉悦　信之 田村　英男
出口　　巧 久保田俊彦

指導員

選手京都西ラグビースクール（京都府）
井上　太一 植田　海陸 岡元　優也
奥田　一颯 鴨田　達也 香山　創祐
木村　優飛 太仁　寛士 辻　　睦実
橋本　龍生 保田　皐熙 吉田あおぞら
杉本　　天 板野　蒔人 岩水宏次朗
吉田虹詩朗 新島　正悟 金　　秀馬
橋本　瑛生 片岡ななせ 林　　道成
吉田　彩乃 平川　遥太 片岡希世紀

高木　史朗 大山　憲治 山村　健真
鴨田　幸宏 吉本佐江子 金　　武賢
内藤　弘之 吉田　浩志

指導員

選手兵庫県ラグビースクール（兵庫県）
東　　慶典 岩崎　光希 奥田　　諒
柏木　秀太 加藤　大瑶 北浦　吏紀
木谷　　光 北山　大悟 黒田　亮大
立川　聖也 田村　碧唯 西岡　英資
西田　侑正 原　　輝行 藤原　幹大
堀江　頼太 ホルス陸人 松本　健伸
村山　　遼 矢彦沢颯斗 渡辺　蒼平

道埜　雄彦 大藪　巨樹 佃　　亮志
筧　　雄策

指導員

選手徳島ラグビースクール（徳島県）
都築　陽音 吉田　千洋 安藤　聡真
佐野　蒼真 佐藤　天音 内藤　遥斗
吉田　悠紀 原田　拓実 米延　秀真
米田　和樹 泓田　恭弥 浅尾　至音
田中　孝征 富田　純平 中川　耀貴
齋藤皇之介 前原　聡太 佐藤　聖悟
横手萌々太 中本　千陽 赤松　紗知
庄野　朔弘

中本　雅清 吉田　秀樹 吉田　貴史
前原　慎司 佐藤　　誠 原田　浩樹
都築　謙治

指導員

選手枚方ラグビースク－ル（大阪府）

山地　一充 木村　　忠 中尾　　泉
堀畑　健二 鈴木　貴裕 立山　　圭
鈴木　嘉人 山中　英正

指導員

選手八尾ラグビースクール（大阪府）
井上　大悟 松尾　咲花 高萩　太平

竹本　愛海 綿　竜太郎 辻井　琉生

西　亜利沙 西村　瞳玄 福本　桃伽

山森将太朗 小林　虎愛

竹本　晃司 谷田　成生 綿　大二郎
芳田　　郁 決得　恭弘

指導員

選手高岡ジュニアラグビーフットボールクラブ（富山県）
豊田　勇信 笹島　凪斗 大橋　聖香

櫻井　康輔 清水　凛都 澤田　青弥

戸田　一弥 田丸　恒己 吉田　龍平

中村純太郎 古山　風駕 川岸　　颯

伊藤　　仁 鎌谷　裕之 原　　拓央
新森　正豊

指導員

選手尼崎ラグビースクール（兵庫県）
土井　大翔 国枝　直生 澤村　勇介

前田　崚介 加藤　海怜 李　　智寿

松沼　寛治 藤原　圭吾 川畑　優斗

坂本龍之進 田中　惇平 池田　大翔

山口　乃子 柏村　一喜 野田　時生

李　　鳳泰 澤村　宣之 岡本　　悠
阪口　剛司 岡本　　隆

指導員

選手松山ラグビースクール（愛媛県）
大野幹太朗 坂本　都倭 西村　　明

寺尾　　陸 立花　涼哉 平野　宗矩

井関　直哉 大出　颯太 菊池　真祁

小林　裕太 佐次　秀斗 日浦　颯斗

藤岡　俊介 宮内　雅哉 宮内　　優

山田　和季 上村　陽輝 鈴木　寛大
立山　颯一 北村晋太郎 上田　倭土
中村大志郎 鳥井　　翼 松山　拓斗
鈴木　悠太 森　　健太 清水　大夢
稲里　　駿 今井　智暉 桧垣翔太郎
岡崎　泰樹 樫原　蓮音 岩崎　　椋
中濱　太一 前川　　樹

山崎　文明 日浦　憲一 大野　慎介
宮内　雅浩 小林　伸嘉 寺尾　　隆

指導員

選手Kiwi's（京都府）
弓良　堅斗 松岡　　大 長谷川　仁
建部琥太郎 岩田　隼幸 武田　奈々
山村　駿人 久保大二郎 中島　真守
奥田　雅揮 山中慶次朗 山住　龍史
山住　小雪 青木　朋耶 西野　倫平
廣瀬　大和 西本　純真 藏田　　澪

大島　健志 長谷川啓介 武田　雄策
山住　　勇 廣瀬　真次 木曽　昌高
杉村　光庸 寺石　幸生

指導員

選手REGULUS［レグルス］（兵庫県）
中井　勇杜 森岡　佑介 奥野　良太
北川　煕威 大谷　創真 高岡　息吹
宮家　悠晟 小林　晃輔 丸田倫太郎
水野　葉秦 藤井　悠貴 朝日蓮太郎
伊藤　良真 樽本　陸人 吉野　　礼

坂本　浩二 中井　達則 奥野　宏志
藤井　章博 原田　翔太 北川　智規
小林　輝也 呉松　引章

指導員

選手みなとラグビークラブ（大阪府）
長濱　隆誠 小畑　　周 平原　海人
河内　海心 山中　伊織 杉田　凱馬
高村　海斗 土井　礼樹 長崎　　敦
福永　　然 寺師　勇翔 長野　竜也
中村　千光 清水恒太朗 本田　航汰
大浦　　来

松田　幹治 川口　　晃 内山　謙一
長濱　　隆 山田　千佳 杉田　幸広
西田　雄吉 馬醫　伸夫

指導員

選手大阪中央ラグビースクール（大阪府）
松岡　広樹 大久保尚紀 平井　優翔
辰野　佑吏 川部　剛大 上井　祐紀
井上　智太 西原　瑠星 阪口　凱治
今井　無義 永井　義也 鈴木　貴斗
佐藤　翔梧 坪内　力太 神田　丈英
吉田蒼一郎 前田　倖汰 玉川　創大
野村　俊介 長谷川祐人 舩井　結人
文野　郁巳 土井　捷吾

平井　恵介 上井　隆三 辰野　浩人
松岡　和也 竹田　真二 神田　　篤
吉田　竜郎 長谷川雄輝

指導員

選手広島P’s（広島県）
武田　碧澄 下久保聡大 新宅　陽史
遠藤　　優 福原　稔貴 西山　典克
吉田　健十 井上　　魁 檜山　蒼介
上　　颯太 宮本　　和 小島　颯斗
正田　青海 有岡　尚紀 宮本　偉申
渡辺　智也 寺田　　結 宮迫虎太郎
堂免　優大 山内　海里 岩根　佳佑
向井　　陸 村上　大和 植村　　楓

油谷　裕永 西原　尚彦 有岡　周治
児玉　宣宏 梶本　康文 吉田　大輔
上　　孝明 池渕　辰彦 堂免　剛士
向井　　敏 有川　明久

指導員

選手西神戸ラグビースクール（兵庫県）
井上　飛羽 井上　陽介 ギャンディ大櫂
佐野　　凌 友田　　凜 中山　涼哉
宗實　優奈 本橋　尭也 丸山　大翔
森岡　泰椛 網野　真斗 大前　雅暉
小川　倖平 加島　優陽 小山　柚葵
田辺　陽菜 仲矢　　葵 長谷川　諒
古川　泰地 三木虎太郎 横山　楓太
吉里　晃輝

石原　卓哉 後藤　泰之 古川　雅一
三木　真哉 森岡　泰隆 西岡　　毅
井上　智晴 奥平浩太郎 田中　宏幸
鳥濵　隆一 船越　淳司

指導員

選手吹田ラグビースクール（大阪府）
下沖　佑禅 永井　幹人 桃木承太朗
岸上　将悟 中山　雄太 堂囿　空馳
村田　大和 真部　恵太 斎藤　充人
生駒　京介 福山　寛大 斎藤　太一
波田　大河 辻上　航駕 安西　優豊
渡辺　皓太 矢崎　由高 山本　琉聖
浅田　登生

桃木　康隆 堂囿　　浩 下沖　正博
岸上　　均 生駒　典之 真部　英二
斉藤　公一 山本　国孝

指導員
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