2017/6/4 LIXIL DEERSメンバー表(vsオービックシーガルズ@富士通スタジアム川崎）
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ひらさわ とおる

平澤 徹

選手一覧

おかもと

こ う だい

岡本 昴大

こざかい けんいち

や の

ひで とし

小堺 健一

矢野 秀俊

くわさわ

ゆう じ

桑澤 勇士

おばやし ひろゆき

みやもと やすひろ

宮本 康弘

長谷川 賢吾

加藤 翔平

尾林 浩行

はせがわ

けんご

かとう

しょうへい

あんどう

あきら

まえだ

なお き

おおわだ

しょうた ろ う

安藤 彬

前田 直輝

大和田 昌太郎

たかはし りょうへい

髙橋 遼平

179cm/92kg

166cm/70kg

171cm/80kg

183cm/85kg

182cm/93kg

173cm/78kg

183cm/85kg

183cm/100kg

184cm/89kg

176cm/86kg

173cm/90kg

185cm/84kg

168cm/70kg

入部3年目 関西学院大学

入部1年目 関西学院大学

入部11年目 創価大学

入部7年目 日本大学

入部11年目 東京都市大学

入部5年目 青山学院大学

入部6年目 法政大学

入部12年目 法政大学

入部7年目 関西学院大学

入部2年目 慶應義塾大学

入部10年目 立命館大学

入部4年目 慶応義塾大学

入部1年目 日本大学

1988/07/27 A型

1994/08/06 B型

1984/08/11 B型

1988/12/10 A型

1985/1/10 A型

1989/10/14 O型

1989/01/18 AB型

1984/02/01 AB型

1988/04/03 A型

1990/7/19 A型

1985/10/25 A型

1992/02/08 O型

1994/9/22 B型

ながかわ かつや

いかり たいへい

しらかみ ゆう き

いのうえ しょうた

あおき

だいすけ

青木 大介

あ さ くら

しゅん

朝倉 舜

うえやま

ゆう た ろう

植山 雄太郎

あまや

けんすけ

天谷 謙介

永川 勝也

碇 大平

白神 有貴

井上 翔太

さ の

ただなり

佐野 忠也

もりもと

たくや

森本 拓也

わき けいすけ

脇 圭佑

とみた

ひでかつ

富田 秀勝

にしかわ だ い ち

西川 大地

180cm/93kg

184cm/95kg

173cm/72kg

178cm/90kg

173cm/74kg

178cm/75kg

172cm/82kg

172m/67kg

177cm/77kg

170cm/77kg

165cm/75kg

166cm/72kg

177cm/77kg

入部8年目 専修大学

入部1年目 関西学院大学

入部2年目 法政大学

入部5年目 日本大学

入部9年目 関西大学

入部11年目 関西大学

入部1年目 大阪府立大学

入部1年目 慶應義塾大学

入部19年目 日本大学

入部1年目 東京学芸大学

入部2年目 立命館大学

入部1年目 関東学院大学

入部1年目 早稲田大学

1984/08/09 B型

1990/11/11 O型

1993/11/25

1990/05/21 O型

1987/01/07 A型

1985/03/12 A型

1990/10/08 A型

1995/03/20 A型

1977/03/22 O型

1993/05/24 O型

1991/1/31 O型

1995/02/04 A型

1994/02/16 O型

ほし の

富田 晋太郎

岡部 朋也

前川 真一

清水 優貴

木本 和歩

村木 岳人

上山 洋平

大野 将樹

いちかわ てんまる

まつもと だい き

松本 大生

小宮 啓太

174cm/77kg

175cm/81kg

165cm/74kg

186cm/92kg

163cm/71kg

177cm/87kg

170cm/90kg

175cm/85kg

175cm/79kg

165cm/70kg

167cm/78kg

186cm/105kg

179cm/90kg

入部3年目 東京外国語大学

入部3年目 京都大学

入部4年目 国士舘大学

入部5年目 立命館大学

入部2年目 東京学芸大学

入部1年目 東京外国語大学

入部3年目 立命館大学

入部4年目 早稲田大学

入部2年目 新潟大学

入部1年目 獨協大学

入部1年目 中央大学

入部8年目 日本大学

入部2年目 京都大学

1991/06/01 A型

1991/02/23 AB型

1984/11/15 B型

1990/11/20 A型

1994/3/15 B型

1991/03/15

1993/02/05 O型

1994/8/17 A型

1994/01/23

1993/07/16 O型

1995/02/08 O型

1986/01/21 O型

1991/07/28 A型

とうじょう りゅ うた ろう

かなやま たく み

なかむら こ う すけ

やまがた あきひろ

とみた

たかぎ

し んた ろう

ゆうかい

高木 勇海
174cm/78kg

お かべ

さとう

とも や

ゆうすけ

佐藤 裕亮

まえかわ しんいち

はっとり

まさあき

服部 真明

しみず

ゆう き

東條 龍太郎

かず ほ

金山 拓実

むらき

たけひと

中村 洸介

うえやま ようへい

山形 明弘

おおの

かさい

まさ き

こうへい

笠井 公平

けいすけ

星野 桂佑

あらい

こうへい

荒井 航平

やまだ

こうだい

山田 広大

すぎた

ゆう き

杉田 有毅

こみや

いし げ

けいた

さと し

石毛 聡士

鶴園 智博

か い

ゆ たか

甲斐 雄高

177cm/90kg

179m/122kg

177cm/118kg

186cm/122kg

184cm/126kg

188cm/128kg

190cm/123kg

177cm/83kg

入部7年目 法政大学

入部4年目 立命館大学

入部2年目 関西大学

入部4年目 龍谷大学

入部2年目 早稲田大学

入部3年目 立教大学

入部9年目 神奈川大学

入部6年目 日本大学

入部2年目 東京大学

入部2年目 明治学院大学

入部2年目 日本大学

入部1年目 中央大学

1988/05/14 O型

1990/04/14 O型

1992/11/15 O型

1991/12/16 A型

1992/07/21 B型

1991/09/07 O型

1986/12/01 A型

1989/09/25 AB型

1992/04/26 O型

1994/02/16 Ｏ型

1994/01/19 A型

1993/11/10 O型

く ら もち

しげちか ひろゆき

ゆう じ

にわた

かずゆき

倉持 悠司

重近 弘幸

庭田 和幸

179cm/106kg

175cm/110kg

180cm/115kg

190cm/100kg

入部1年目 関西学院大学

入部12年目 筑波大学

入部8年目 関西大学

入部2年目 早稲田大学

1995/06/15 B型

1983/09/23 B型

1987/06/07 B型

1993/07/10 B型

チームマスコット
でぃあー

DEERくん

174cm/80kg

つるぞの ともひろ

入部4年目 東京大学

パング 航海

188cm/140kg

市川 天丸

1989/07/12 O型

わたる

181cm/98kg

きもと

185cm/95kg

