2019 ＬＩＸＩＬ ＤＥＥＲＳ ＰＬＡＹＥＲＳ（2019/5/19現在）
ＰＬＡＹＥＲＳ

おかもと

こうだい

岡本 昂大
168cm/70kg

選手一覧

や の

ひで とし

みやもと やすひろ

矢野 秀俊

宮本 康弘

しょうへい

あんどう

あきら

安藤 彬

まえだ

なお き

前田 直輝

おおわだ

しょう た ろ う

大和田 昌太郎

あおき

だいすけ

たなべ

青木 大介

しょういち

田邊 翔一

あまや

けんすけ

天谷 謙介

ながかわ かつや

永川 勝也

いかり たいへい

碇 大平

ば ば

ともひさ

馬場 智久

182cm/85kg

183cm/80kg

176cm/80kg

175cm/85kg

184cm/86kg

180cm/90kg

178cm/79kg

177cm/89kg

173cm/75kg

178cm/75kg

176cm/80kg

加入3年目 関西学院大学

加入9年目 日本大学

加入8年目 法政大学

加入9年目 関西学院大学

加入4年目 慶應義塾大学

加入12年目 立命館大学

加入6年目 慶応義塾大学

加入10年目 専修大学

加入3年目 慶應義塾大学

加入7年目 日本大学

加入11年目 関西大学

加入13年目 関西大学

加入2年目 中央大学

1994/8/6 B型

1988/12/10 A型

1989/1/18 AB型

1988/4/3 A型

1990/7/19 A型

1985/10/25 A型

1992/2/8 O型

1984/8/9 B型

1995/1/20 A型

1990/5/21 O型

1987/1/7 A型

1985/3/12 A型

1995/4/24 O型

おがわ

ゆうき

小川 悠樹

182cm/85kg

かとう

加藤 翔平

すぎもと

こういち

ふじい

なおき

みやま

けん じ

しみず

ゆう き

おおの

まさ き

ほし の

けいすけ

こみや

けいた

はまの

しゅんご

そめや

ゆうき

さ と う

ゆう すけ

だい こく

しゅん

はっ とり

まさあき

杉本 紘一

藤井 直樹

宮山 賢済

清水 優貴

大野 将樹

星野 桂佑

小宮 啓太

濱野 峻伍

染矢 優生

佐藤 裕亮

大黒 駿

服部 真明

168cm/71kg

177cm/70kg

171cm/75kg

173cm/80kg

186cm/86kg

176cm/85kg

176cm/76kg

186cm/115kg

172cm/95kg

172cm/88kg

176cm/87kg

179cm/115kg

179m/120kg

加入5年目 立教大学

加入2年目 関西学院大学

加入2年目 京都大学

加入2年目 東京大学

加入7年目 立命館大学

加入6年目 早稲田大学

加入4年目 新潟大学

加入10年目 日本大学

加入2年目 関西大学

加入2年目 慶應義塾大学

加入9年目 法政大学

加入2年目 関西大学

加入6年目 立命館大学

1991/8/31 O型

1995/1/5 A型

1994/3/31 O型

1992/12/15 B型

1990/11/20 A型

1990/8/17 A型

1994/1/23 O型

1988/1/21 O型

1995/3/19 A型

1995/7/16 A型

1988/5/14 O型

1995/8/16 A型

1990/4/14 O型

とうじょう りゅう た ろ う

かなやま た く み

金山 拓実

長瀬 彗

間口 洋輔

山田 広大

瀬尾 祐志

杉田 有毅

石毛 聡士

いし げ

いのうえ しょうた

井上 翔太

倉持 悠司

朝倉 舜

181cm/98kg

177cm/95kg

180cm/110kg

186cm/117kg

190cm/120kg

172cm/75kg

177cm/84kg

174cm/80kg

172m/73kg

175cm/108kg

184cm/95kg

加入4年目 関西大学

加入6年目 龍谷大学

加入2年目 早稲田大学

加入3年目 帯広畜産大学

加入4年目 東京大学

加入2年目 東京学芸大学

加入4年目 明治学院大学

加入4年目 日本大学

加入3年目 慶應義塾大学

加入14年目 筑波大学

加入3年目 関西学院大学

1992/11/5 O型

1991/12/16 A型

1990/7/16 O型

1990/12/5 O型

1992/4/26 O型

1996/3/26 O型

1994/2/16 Ｏ型

1994/1/19 A型

1995/3/20 A型

1983/9/23 B型

1990/11/11 B型

東條 龍太郎

ながせ

けい

まぐち

ようすけ

やまだ

こうだい

せ お

ゆうじ

すぎた

ゆう き

さと し

【新人】
・OL#71 上松

大展(うえまつ

・RB#22 松下

堅一郎(まつした けんいちろう) 関西大学

・DL#99 福田 優治(ふくだ ゆうじ) 横浜国立大学

・RB#32 三浦

隼二朗(みうら じゅんじろう) 東京工業大学

・LB#30 篠原 彰太(しのはら しょうた) 法政大学

・RB#23 徳永

一輝(とくなが

・DL#92 有藤 直哉(ありとう なおや) 慶応義塾大学
・DL#5 佐々木

惇(ささき

じゅん) 埼玉大学

・LB#42 東 雄奨(あずま ゆうすけ) 神戸大学
・DB#20 鈴木 大輝(すずき

ひろき)日本体育大学

・QB#8 石井

僚介（いしい

ひろのり) 大阪学院大学

かずき) 大阪学院大学

りょうすけ）神戸学院大学

・WR#84 南河 竜成（みなみかわ りゅうせい）法政大学

くらもち

ゆう じ

あ さ くら

しゅん

チームマスコット
でぃあー

DEERくん

