
氏　　　名 フリガナ 氏　　　名 フリガナ

任田 大泰 ﾄｵﾀﾞ　ﾋﾛﾔｽ 八戸　了 ﾊﾁﾉﾍ　ﾘｮｳ

藤井　匡智 ﾌｼﾞｲ　ﾏｻﾄﾓ 松田　幹郎 ﾏﾂﾀﾞ　ﾐｷｵ

草島　武彦 ｸｻｼﾞﾏ　ﾀｹﾋｺ 有波　典 ｱﾘﾅﾐ　ﾂｶｻ

Pos． NO． C/A 氏　　　名 フリガナ 所　　　　属 学年 Pos． NO． C/A 氏　　　名 フリガナ 所　　　　属 学年

小林　奨 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾂﾄﾑ 東洋大学 3 松本　哲哉 ﾏﾂﾓﾄ　ﾃﾂﾔ 中央大学 3

伊藤　優人 ｲﾄｳ　ﾕｳﾄ 明治大学 2 黒川　達志 ｸﾛｶﾜ　ﾀﾂｼ 法政大学 2

杉澤　優 ｽｷﾞｻﾜ　ﾕｳ 早稲田大学 4 渡辺　元樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹﾞﾝｷ 早稲田大学 4

A 羽刕　銘 ｳｼｭｳ　ﾒｲ 早稲田大学 2 堀内　暢 ﾎﾘｳﾁ　ｲﾀﾙ 東洋大学 1

秋本　デニス ｱｷﾓﾄ　ﾃﾞﾆｽ 東洋大学 2 酒井　大之 ｻｶｲ　ﾄｼﾕｷ 法政大学 2

鈴木　博敦 ｽｽﾞｷ　ﾋﾛﾉﾌﾞ 中央大学 3 高橋　峻 ﾀｶﾊｼ　ｼｭﾝ 法政大学 2

東城　佑紀 ﾄｳｼﾞｮｳ　ﾕｳｷ 中央大学 2 米山　翔介 ﾖﾈﾔﾏ　ｼｮｳｽｹ 中央大学 3

小川　雄太郎 ｵｶﾞﾜ　ﾕｳﾀﾛｳ 慶應義塾大学 3 石橋　智輝 ｲｼﾊﾞｼ　ﾄﾓｷ 法政大学 1

A 本野　亮介 ﾓﾄﾉ　ﾘｮｳｽｹ 明治大学 3 奥平　将斗 ｵｸﾋﾗ　ﾏｻﾄ 明治大学 3

佐藤　光 ｻﾄｳ　ﾋｶﾙ 明治大学 2 楠本　剛浩 ｸｽﾓﾄ　ﾀｹﾋﾛ 明治大学 3

牛来　拓都 ｺﾞﾗｲ　ﾀｸﾄ 明治大学 3 C 重野　駿佑 ｼｹﾞﾉ　ｼｭﾝｽｹ 中央大学 4

小原　卓朗 ｵﾊﾞﾗ　ﾀｸﾛｳ 明治大学 3 辻　寛太 ﾂｼﾞ　ｶﾝﾀ 中央大学 2

山野下　元氣 ﾔﾏﾉｼﾀ　ｹﾞﾝｷ 東洋大学 3 田村　和成 ﾀﾑﾗ　ｶｽﾞｼｹﾞ 早稲田大学 4

山田　淳哉 ﾔﾏﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾔ 法政大学 2 A 高橋　涼 ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳ 早稲田大学 3

上野　滉太 ｳｴﾉ　ｺｳﾀ 明治大学 2 A 松浦　駿 ﾏﾂｳﾗ　ｼｭﾝ 早稲田大学 4

寺尾　裕道 ﾃﾗｵ　ﾋﾛﾐﾁ 早稲田大学 4 赤坂　卓哉 ｱｶｻｶ　ﾀｸﾔ 明治大学 2

高見　翼人 ﾀｶﾐ　ﾖｸﾄ 東洋大学 2 平田 祥紘 ﾋﾗﾀ　ﾖｼﾋﾛ 早稲田大学 3

C 春田　啓和　 ﾊﾙﾀ　ﾋﾛｶｽﾞ 東洋大学 3 村上　亮 ﾑﾗｶﾐ　ﾘｮｳ 法政大学 2

今野　充彬 ｺﾝﾉ　ﾐﾂﾖｼ 東洋大学 3 篠田　一輝 ｼﾉﾀﾞ　ｲｯｷ 法政大学 2

池田　昇平 ｲｹﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ 東洋大学 3 穂積　潤光 ﾎﾂﾞﾐ　ﾋﾛﾐﾂ 中央大学 3

水内　直人 ﾐｽﾞｳﾁ　ﾅｵﾄ 中央大学 4 林川　浩太 ﾊﾔｼｶﾜ　ｺｳﾀ 中央大学 2

金村　恵典 ｶﾈﾑﾗ　ｹｲｽｹ 慶應義塾大学 3 笠崎　貴寛 ｶｻｻﾞｷ　ﾀｶﾋﾛ 明治大学 2

氏　　　名 フリガナ

マホン　マーク ﾏﾎﾝ　ﾏｰｸ

山中　信雄 ﾔﾏﾅｶ　ﾉﾌﾞｵ

大北　照彦 ｵｵｷﾀ　ﾃﾙﾋｺ

Pos． NO． C/A 氏　　　名 フリガナ 所　　　　属 学年

小野田　拓人 ｵﾉﾀﾞ　ﾀｸﾄ 中央大学 1

佐藤 永和 ｻﾄｳ　ﾋｻｶｽﾞ 明治大学 1

矢板　祐介 ﾔｲﾀ　ﾕｳｽｹ 日光明峰高校 高3

伊藤 剛史 ｲﾄｳ　ｺﾞｳｼ 中央大学 1

佐々木 祐希 ｻｻｷ　ﾕｳｷ 法政大学 1

梶原　聡人 ｶｼﾞﾜﾗ　ｿｳﾄ 明治大学 1

柴田 北斗 ｼﾊﾞﾀ　ﾎｸﾄ 東洋大学 2

福地 春貴 ﾌｸﾁ　ﾊﾙｷ 東洋大学 2

山田　虎太朗 ﾔﾏﾀﾞ　ｺﾀﾛｳ 早稲田大学 2

石川　貴大 ｲｼｶﾜ　ﾀｶﾋﾛ 埼玉栄高校 高3

越後 智哉 ｴﾁｺﾞ　ﾄﾓﾔ 中央大学 1

室谷 徹 ﾑﾛﾀﾆ　ﾄｵﾙ 中央大学 2

岩槻 翔悟 ｲﾜﾂｷ　ｼｮｳｺﾞ 法政大学 2

小原 日向 ｵﾊﾞﾗ　ﾋｭｳｶﾞ 法政大学 1

高橋 佑輔 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｽｹ 明治大学 1

佐々木 創 ｻｻｷ　ｿｳ 明治大学 1

川口 尚耶 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾅｵﾔ 東洋大学 1

木戸　啓太 ｷﾄﾞ　ｹｲﾀ 埼玉栄高校 高2

松浦　晃 ﾏﾂｳﾗ　ｱｷﾗ 早稲田大学 2

勝田 貴之 ｶﾂﾀ　ﾀｶﾕｷ 早稲田大学 2

池田　一騎 ｲｹﾀﾞ　ｲｯｷ 早稲田大学 1

古橋　真来 ﾌﾙﾊｼ　ﾏｸﾙ 日光明峰高校 高3

中井 誠弥 ﾅｶｲ　ﾏｻﾔ 日本大学 1

コーチングスタッフコーチングスタッフ 法政大学

２０１１－２０１２　アジアリーグアイスホッケー
「サテライト・ヤングリーグ」Ｕ２２新横浜シリーズ（11月）
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U20日本代表候補 (YL U22 新横浜参加）
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