
役職 氏名 ふりがな 性別 地区 団

駒走 聡俊 こまはしり そうしゅん 男 三島地区 三島3団

会計 木村 直音 きむら なおと 男 三島地区 三島5団

副議長 小林理来 こばやし りく 男 三島地区 三島14団

西村 雅儀 にしむら まさよし 男 三島地区 大仁1団

大嶽 翼 おおたけ つばさ 男 沼駿地区 沼津4団

勝見 健太 かつみ けんた 男 沼駿地区 沼津19団

西山 あかり にしやま あかり 女 沼駿地区 沼津19団

山田 夕理 やまだ ゆり 女 沼駿地区 沼津19団

鶴田 聡志 つるた さとし 男 沼駿地区 沼津第1団

森 栄徳 もり えいとく 男 富士宮地区 富士宮第5団

渡辺 百合 わたなべ ゆり 女 富士宮地区 富士宮第21団

西村 駿汰 にしむら しゅんた 男 富士宮地区 富士宮第21団

朝日 秋穂 あさひ あきほ 女 富士宮地区 富士宮第21団

中井 春花 なかい はるか 女 富士地区 富士第2団

RCJ代表 藤島 沙公良 ふじしま さくら 女 富士地区 富士第8団

外山 航 とやま わたる 男 富士地区 富士第9団

和田 葉瑠香 わだ はるか 女 富士地区 富士第9団

議長 宮地 飛鳥 みやじ あすか 男 富士地区 富士第10団

末次 夢 すえつぐ ゆめ 女 清水地区 清水第4団

服部 祐奈 はっとり ゆうな 女 清水地区 清水第19団

鍋田 真央 なべたまお 男 清水地区 清水第19団

紅林 蘭 くらばやし らん 女 静岡地区 静岡14団

橋本 鮎奈 はしもと あゆな 女 静岡地区 静岡14団

Bhanuka A Karunar athana カルナラタナ バーヌカ エサラ 女 静岡地区 静岡14団

山本 大貴 やまもと だいき 男 静岡地区 静岡22団

西澤 寛太郎 にしざわ かんたろう 男 静岡地区 静岡27団

土屋 実奈子 つちや みなこ 女 島田地区 島田第6団

荒井 佳子 あらい よしこ 女 志太地区 焼津第1団

中野 明香 なかの はるか 女 志太地区 焼津第1団

山本 育宙 やまもと いくひろ 男 志太地区 大井川第3団

田中 洋輔 たなか ようすけ 男 志太地区 大井川第3団

永瀬 響也 ながせ きょうや 男 浜松地区 浜松7団

神谷 康輔 かみや こうすけ 男 浜松地区 浜松7団

袴田 真由 はかまた まゆ 女 浜松地区 浜松12団

松井 咲菜 まつい さな 女 浜松地区 浜松第14団

山田 哲也 やまだ てつや 男 浜松地区 浜松第14団

平塚 光 ひらつか ひかる 男 浜松地区 浜松第14団

増田 いぶき ますだ いぶき 女 浜松地区 浜松第14団

伊熊 大暁 いくま まさあき 男 浜松東地区 浜松第22団

ユースチーム静岡　名簿
R2.8.1日時点



波切 はるか なみきり はるか 女 浜松東地区 浜松24団

中畑 圭太郎 なかはた けいたろう 男 浜松東地区 浜松第30団

杉山 貴之 すぎやま たかゆき 男 浜松東地区 浜松第30団

奈木 文人 なぎ ふみと 男 浜松東地区 浜松第30団

太田 俊哉 おおた としや 男 浜松東地区 天竜第1団

河合 志帆 かわい しほ 女 浜松東地区 天竜第1団


