
 

 

２０２１年度春季関東大学男子 1部バレーボールリーグ戦 

エントリー 



大学名：

部長氏名： 上野 達弘

監督氏名： 松井 泰二

コーチ： 伊東 克明

ドクター:

アシスタントコーチ:

トレーナー氏名： 村本 勇貴

トレーナー氏名： 山中 美和子

トレーナー氏名：

管理栄養士:

マネージャー氏名：

姓 名

① 吉田 悠眞 よしだ　ゆうま ４年・スポーツ科・スポーツ科 皇子山中→洛南高 176 325 レフト

2 上條 レイモンド かみじょう　レイモンド ４年・スポーツ科・スポーツ科 臼井南中→習志野高 193 340 センター

3 平田 康隆 ひらた　やすたか ４年・スポーツ科・スポーツ科 木脇中→日南振徳高 192 340 レフト

4 仲濱 陽介 なかはま　ようすけ ４年・スポーツ科・スポーツ科 竜海中→星城高 177 320 セッター

5 北川 諒 きたがわ　りょう ４年・教育・複合文化 渕江中→早稲田実高 176 315 リベロ

6 秋間 直人 あきま　なおと ３年・スポーツ科・スポーツ科 滝ノ水中→桜台高 200 335 センター

7 大塚 達宣 おおつか　たつのり ３年・スポーツ科・スポーツ科 中宮中→洛南高 194 340 レフト

8 岩本 大吾 いわもと　だいご ３年・スポーツ科・スポーツ科 小園中→市立尼崎高 191 340 センター

9 重藤 トビアス赳 しげとう　トビアスたけし ３年・スポーツ科・スポーツ科 藤嶺学園中→荏田高 190 330 レフト

10 中島 明良 なかしま　あきら ３年・法 光野中→洛南高 189 330 ライト

11 芳賀 雄治 はが　ゆうじ ３年・商 陵東中→山形南高 180 320 レフト

12 堀内 直人 ほりうち　なおと ３年・スポーツ科・スポーツ科 滝中→滝高 176 300 レフト

13 佐藤 玲 さとう　れい ３年・社会科 サレジオ中→早稲田実高 175 315 セッター

14 伊藤 吏玖 いとう　りく ２年・スポーツ科・スポーツ科 調布第四中→駿台学園高 195 332 センター

15 山田 大貴 やまだ　だいき ２年・スポーツ科・スポーツ科 函南東中→清水桜が丘高 191 345 レフト

16 水町 泰杜 みずまち　たいと ２年・スポーツ科・スポーツ科 菊鹿中→鎮西高 181 339 レフト

17 荒尾 怜音 あらお　れおん ２年・スポーツ科・スポーツ科 菊池南中→鎮西高 174 305 リベロ

18 布台 駿 ふだい　しゅん ２年・社会科 サレジオ中→早稲田実高 158 285 リベロ

19 滝谷 照 たきや　あきら １年・スポーツ科・スポーツ科 住吉中→日南振徳高 190 340 ライト

20 馬渕 純 まぶち　じゅん １年・スポーツ科・スポーツ科 大垣東中→岐阜商高 185 325 セッター

21 浅野 翼 あさの　つばさ １年・スポーツ科・スポーツ科 玉川中→東北高 173 295 リベロ

小室 麻由 こむろ　まゆ ３年・政治経済・政治学 岡部中→早稲田本庄高 165 TS

赤坂 樹里 あかさか　じゅり ２年・人間科・人間環境科学科 成蹊中→成蹊高 164 TS

早稲田大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：

主将氏名：吉田　悠眞

審判指導講習会参加者氏名：堀内　直人 ,　重藤　トビアス赳

熊井　司

岡本　香

ポジションふりがな

武藤　鉄也

佐藤　裕務

身長 最高到達点

審判資格保持者：平田　康隆　　　　　　　　　（C級）

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）



（　　1部　　）大学名（所属） 早稲田大学

TS 大坊　咲葵 
TS 杉内　凜

追加エントリー（スタッフ）

追加エントリー（選手）

22 安田　治揮

一般財団法人 関東大学バレーボール連盟

追加エントリー用紙

　　氏名役職

　　氏名背番号



大学名：

部長氏名： 藤井 壮浩

監督氏名： 小澤 翔

コーチ： 柏谷 皇河

今野 莉基

トレーナー氏名： 下田 来惟

塩川 大樹

マネージャー氏名：

姓 名

① 安部 翔大 あべ　しょうだい 4・体育 筑紫野中→東福岡高 190 340 センター

2 寸田 風音 すんだ　かざね 4・体育 神戸中→岐阜商高 186 310 リベロ

3 内藤 雄太 ないとう　ゆうた 4・体育 駿台学園中→東亜学園高 188 335 サイド

4 井上　 昭斗 いのうえ　あきと 4・体育 丸塚中→聖隷クリストファー高 188 335 サイド

5 米村 恒輝 よねむら　こうき 4・体育 富良野東中→東海大札幌高 186 340 サイド

8 北田 朋輝 きただ　ともき 4・理学 景雲中→東海大札幌高 174 320 リベロ

10 佐藤 駿一郎 さとう　しゅんいちろう 3・体育 館中→東北高 204 345 センター

11 池田 亮輔 いけだ　りょうすけ 3・体育 能生中→上越総合技術高 190 335 センター

12 樋内 竜也 ひうち　たつや 3・体育 東原中→崇徳高 185 336 サイド

13 山本 龍 やまもと　りゅう 3・体育 皇子山中→洛南高 185 329 セッター

14 櫻田 義春 さくらだ　よしはる 3・体育 柏中→東海大札幌高 183 325 セッター

16 大澤 優斗 おおさわ　ゆうと 3・体育 遠山中→東海大諏訪高 178 325 センター

19 佐藤 隆哉 さとう　りゅうや　 2・体育 将監中→東北高 193 336 サイド

20 吉田 悠真 よしだ　ゆうま 2・体育 名取第二中→東北高 188 322 センター

21 伊東 怜音 いとう　れおん 2・文化社会 星久喜中→東海大望洋高 184 320 センター

22 飯田 孝雅 いいだ　こうが 2・体育 飯岡中→市立船橋高 184 325 サイド

23 藤崎 夢叶 ふじさき　ゆうと 2・体育 下貝塚中→東海大浦安高 181 315 サイド

24 市川 典声 いちかわ　てんせい 2・体育 五日市中→東海大菅生高 178 315 サイド

25 浪川 尚之 なみかわ　なおゆき 2・体育 高津中→東海大浦安高 177 310 サイド

26 平山 健太 ひらやま　けんた 2・体育 東原中→崇徳高 173 320 サイド

27 高木 啓士郎 たかき　けいしろう 2・体育 東原中→崇徳高 170 310 リベロ

28 西山 大翔 にしやま　ひろと 1・体育 岡本中→東海大相模高 193 350 サイド

29 橘 圭汰 たちばな　けいた 1・体育 灘中→市立尼崎高 193 333 センター

30 榎本 航己 えのもと　こうき 1・体育 岡本中→東海大相模高 192 330 センター

31 中道 優斗 なかみち　まなと 1・体育 サレジオ中→東亜学園高 183 330 サイド

32 佐藤 生真 さとう　いくま 1・体育 宮野目中→不来方高 181 325 サイド

33 志村 泰紀 しむら　たいき 1・体育 鶴城中→星城高 179 325 セッター

34 山本 知己 やまもと　ともき 1・体育 西陵中→市立尼崎高 178 328 セッター

35 伊庭 経准 いば　けいじゅん 1・体育 札幌平岡中→東海大札幌高 173 310 リベロ

36 高田 丸生 たかた　まるき 1・体育 岡本中→東海大相模高 168 290 セッター

東海大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）

主将氏名：　安部　翔大

審判指導講習会参加者氏名：北田　朋輝

ポジションふりがな

井上　晴太

内山　裕瑛

身長 最高到達点

審判資格保持者：北田　朋輝　　　　　　　　（C　級）



大学名：

部長氏名： 山本 健之

監督氏名： 山本 健之

コーチ： 山内 康輔

トレーナー氏名： 長谷川 賢宏

鈴木 大樹

マネージャー氏名：

姓 名

① 市川 健太 いちかわ　けんた ４・体育学部 日宇中→大村工高 175 317 リベロ

2 小田 涼太 おだ　りょうた ４・体育学部 原川中→別府鶴見ヶ丘高 178 320 レフト

3 小林 洸太 こばやし　こうた ４・体育学部 神楽中→とわの森三愛高 176 305 TS

4 山本 翔也 やまもと　しょうや ４・体育学部 南郷中→小松大谷高 200 341 センター

5 福嶋 晃介 ふくしま　こうすけ ４・体育学部 古賀北中→福岡大大濠高 187 325 レフト

7 柚木 悠雅 ゆのき　ゆうま ４・体育学部 知覧中→鹿児島商高 170 295 TS

8 工藤 大輝 くどう　だいき ３・体育学部 姫城中→都城工高 178 325 TS

9 紅谷 弦生 べにや　げんき ３・体育学部 南宮中→長野日大高 173 410 TS

10 藤巻 睦 ふじまき　むつみ ３・体育学部 甚目寺中→愛工大名電高 171 315 セッター

11 工藤 大河 くどう　たいが ３・体育学部 南中→弘前工高 184 325 レフト

12 川口 柊人 かわぐち　しゅうと ３・体育学部 大砂土中→駿台学園高 200 338 センター

13 鬼木 錬 おにき　れん ３・体育学部 貝崎中→祐誠高 204 344 センター

14 宮城 テリーク みやぎ　てりーく ３・体育学部 首里中→市立尼崎高 186 335 ライト

15 水野 湧太 みずの　ゆうた ３・体育学部 遠別中→とわの森三愛高 180 335 ライト

16 笹本 陽 ささもと　よう ３・体育学部 高豊中→豊橋中央高 182 328 セッター

17 武藤 茂 むとう　しげる ３・体育学部 サレジオ中→東亜学園高 187 342 センター

18 佐野 太一 さの　たいち ２・体育学部 荒川第五中→東洋高 172 310 セッター

19 安原 大 やすはら　だい ２・体育学部 城南中→広島工大高 190 347 センター

20 髙橋 藍 たかはし　らん ２・体育学部 蜂ヶ岡中→東山高 188 344 レフト

21 森田 元希 もりた　げんき ２・体育学部 別府朝日中→大分南高 170 305 リベロ

22 池城 浩太朗 いけしろ　こうたろう ２・体育学部 美東中→西原高 177 320 レフト

23 大赦 はじめ たいしゃ　はじめ ２・体育学部 帖佐中→鹿児島商高 186 340 レフト

24 阿部 晃也 あべ　こうや ２・体育学部 北上中→東北高 181 344 ライト

25 西尾 昇真 にしお　しょうま ２・体育学部 梅林中→福岡大大濠高 176 310 リベロ

26 吉井 智哉 よしい　ともや １・体育学部 忍岡中→東洋高 188 330 センター

27 一条 太嘉丸 いちじょう　たかまる １・体育学部 蹉跎中→清風高 187 330 レフト

28 高附 雄大郎 たかつき　ゆうたろう １・体育学部 吉野東中→鹿児島商高 174 305 リベロ

29 森 嵩一郎 もり　こういちろう １・体育学部 日宇中→長崎南山高 177 320 セッター

30 矢島 大輝 やじま　だいき １・体育学部 駿台学園中→駿台学園高 175 310 リベロ

31 吉村 颯太 よしむら　そうた １・体育学部 井口中→東山高 177 325 レフト

32 川添 宙 かわぞえ　そら １・体育学部 板櫃中→福岡大大濠高 178 325 リベロ

33 丹治 伶耶 たんじ　れいや １・体育学部 女満別中→とわの森三愛高 170 290 リベロ

34 山岸 航斗 やまぎし　かずと ４・体育学部 墨坂中→中野西高 175 310 セッター

35 渡邊 真尋 わたなべ　まひろ ４・体育学部 飯岡中→東金高 168 290 リベロ

ポジションふりがな

佐々木大和

身長 最高到達点

審判資格保持者：安原大　　　　 　　　 （C 級）

審判資格保持者：森田元希             （C 級）

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

主将氏名：市川健太

審判指導講習会参加者氏名：西尾昇真

日本体育大学

学連委員氏名：小林洸太



36 星野 恭太郎 ほしの　きょうたろう ４・体育学部 上里北中→本庄高 180 315 リベロ

37 一条 佑平 いちじょう　ゆうへい ４・体育学部 岡本中→多摩大黒高 177 310 レフト

38 遠藤 駿之 えんどう　たかゆき ４・体育学部 茨城大教育学部中→水城高 183 325 レフト

39 阿部 駿 あべ　しゅん ３・体育学部 藤沢第一中→茅ヶ崎高 180 305 レフト

40 岩佐 龍生 いわさ　りゅうせい ３・体育学部 松江第二中→東洋高 170 290 リベロ

41 高久 祐来 たかく　ゆうき ３・体育学部 友部中→石岡第一高 173 305 レフト

42 増保 稜佑 ますほ　りょうすけ ３・体育学部 足立第九中→日本学園高 180 308 センター

43 北村 優太 きたむら　ゆうた ３・体育学部 笠間中→金沢高 180 308 レフト

44 小林 楓 こばやし　はやて ２・体育学部 中野平→長野日大高 180 320 レフト

45 江里口 竣也 えりぐち　しゅんや ２・体育学部 三日月中→佐賀学園高 170 310 セッター

46 中野 慶侍郎 なかの　けいじろう ２・体育学部 大津中→舞岡高 170 310 リベロ

TS 徳田 和希 とくだ　かずき ４・体育学部 厚木中→上溝高 177 300 TS

TS 二本木 真智 にほんぎ　まち ２・体育学部 鴨居中→横須賀大津高 160 TS



大学名：

部長氏名： 杉本 隆司

監督氏名： 鈴木 康時

コーチ： 高橋 洋史

トレーナー氏名： 角 勝義

マネージャー氏名：

姓 名

① 松本 大翔 まつもと　ひろと 4年・法学部 草加瀬崎中→埼玉栄高 184 320 サイド

2 安井 恒介 やすい　こうすけ 3年・政治経済学部 豊中14中→市立尼崎高 188 340 サイド

3 三輪 大将 みわ　ひろまさ 4年・政治経済学部 高川学園中→高川学園高 192 345 センター

4 蓮見 郁也 はすみ　ふみや 4年・政治経済学部 草加瀬崎中→春日部共栄高 186 340 サイド

5 安孫子 和弥 あびこ　かずや 4年政治経済学部 船岡中→仙台商業高 182 315 サイド

7 鳴尾 空海 なるお　たかひろ 4年商学部 飯山満中→習志野高 168 300 リベロ

10 村上 光二郎 むらかみ　こうじろう 3年法学部 雄新中→新田高 183 325 サイド

12 神園 洋 かみぞの　ひろ 3年法学部 江別中央中→札幌藻岩高 180 320 セッター

13 大﨑 世惇 おおさき　せいじゅん 3年文学部 高知中→高知高 179 335 セッター

14 千葉 永雅 ちば　とおが 3年政治経済学部 江刺一中→不来方高 167 310 サイド

15 望月 太一朗 もちづき　たいちろう 2年経営学部 東豊田中→清水桜が丘高 190 340 センター

16 工藤 有史 くどう　ゆうじ 2年政治経済学部 交野一中→清風高 190 335 サイド

17 黒木 奨輝 くろき　しょうき 2年政治経済学部 高原中→都城工高 187 330 サイド

18 澤口 将太郎 さわぐち　しょうたろう 2年法学部 江別中央中→札幌藻岩高 187 320 サイド

19 溝井 健太 みぞい　けんた 2年商学部 栗東西中→洛南高 186 330 センター

20 西崎 康真 にしざき　こうま 2年文学部 都祁中→清風高 183 335 サイド

21 林 秀海 はやし　しゅうかい 2年法学部 小布施中→松本国際高 175 315 セッター

22 武田 大周 たけだ　たいしゅう 2年政治経済学部 銀座中→松本国際高 170 310 リベロ

23 金田 晃太朗 かねた　こうたろう 1年政治経済学部 薮塚本町中→駿台高 190 337 センター

24 坂本 雄大 さかもと　ゆうだい 1年政治経済学部 平岡中→市立尼崎高 189 330 サイド

25 日髙 勇 ひだか　ゆう 1年経営学部 サレジオ中→東亜学園高 184 328 センター

26 岡本 知也 おかもと　ともや 1年政治経済学部 稲垣中→五所川原高 183 329 サイド

29 菊池 健介 きくち　けんすけ 1年商学部 横手北中→雄物川高 173 310 リベロ

30 眞島 聡太 ましま　そうた 1年政治経済学部 向丘中→明大付属中野高 170 300 リベロ

TS 新見 紘基 にいみ　ひろき 1年文学部 駿台中→駿台高 180 330 TS

TS 堀迫 央輝 ほりさこ　おうき 1年法学部 登龍→岐阜商業高 177 0 TS

TS 久保田 理沙 くぼた　りさ 4年経営学部 広島女学院中→広島女学院 157 0 TS

TS 上野 櫻子 うえの　さくらこ 3年法学部 共立女中→共立女高 159 0 TS

TS 山田 ともみ やまだ　ともみ 2年法学部 由野台中→相模原高 165 0 TS

ポジションふりがな

宮下想

身長 最高到達点

審判資格保持者：宮下　想　       　　　　　　（C級）

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）

主将氏名：松本　大翔

審判指導講習会参加者氏名：

明治大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：杣木慶太郎



大学名：

部長氏名： 川又 祐

監督氏名： 石渡 光一

コーチ： 小澤 聡

細田 寛人

トレーナー氏名： 澤田 隼

牧野 光輝

マネージャー氏名：

姓 名

1 牧野 光輝 まきの　こうき 4年・商 輪之内中→大垣日大高 175 315 レフト

2 髙村 勇太 たかむら　ゆうた 4年・スポーツ科 三島北中→東山高 180 320 センター

3 澤田 隼 さわだ　しゅん 4年・商 吾妻中→福島商高 173 310 セッター

④ 髙橋 塁 たかはし　るい 4年・商 蜂ヶ丘中→東山高 185 328 レフト

5 秦 俊介 はた　しゅんすけ 4年・文理 駿台学園中→川崎橘高 185 330 レフト

6 西岡 泰成 にしおか　たいせい 4年・商 大嶺中→宇部商高 191 338 センター

7 松尾 昂起 まつお　こうき 4年・商 江並中→大垣日大高 180 325 センター

8 水島 健 みずしま　たけし 4年・商 鯖江中→北陸高 178 315 サイド

9 神原 寛加 かんばら　ゆたか 4年・商 金光学園中→金光学園高 180 315 レフト

10 下田 正明 しもだ　まさあき 4年・スポｰツ科 福野中→富山一高 186 330 サイド

11 川﨑 健太郎 かわさき　けんたろう 4年・危機管理 宮之城中→鹿児島商高 175 328 サイド

12 神戸 周馬 かんべ　しゅうま 4年・文理 富士見東中→東亜学園高 176 320 サイド

13 笹岡 歩夢 ささおか　あゆむ 4年・文理 小布施中→長野日大高 180 320 セッター

14 三木 大成 みき　たいせい 3年･文理 皇子山中→大塚高 179 325 セッター

15 松永 龍人 まつなが　りょうと 3年･文理 大利中→東福岡高 185 328 センター

16 松村 知弥 まつむら　ともや 3年･文理 長与中→大村工高 178 310 センター

17 萬羽 柊哉 まんば　しゅうや 3年･商 駿台学園中→駿台学園高 170 310 リベロ

18 江澤 謙太郎 えざわ　けんたろう 3年･商 土浦三中→土浦日大高 180 315 レフト

20 高橋 康介 たかはし　こうすけ 3年･危機管理 羽村一中→東海大菅生高 185 325 レフト

22 野々村 蒼生 ののむら　あおい 3年･スポーツ科 富士見東中→埼玉栄高 170 315 リベロ

24 髙田 樹 たかだ　いつき 3年･スポーツ科 安田学園中→東洋高 175 320 リベロ

26 立原 佑都 たちはら　ゆうと 2年・文理 八郷中→土浦日大高 182 330 レフト

27 市川 翔太 いちかわ　しょうた 2年・文理 金光学園中→金光学園高 178 325 ライト

28 三枝 来翔 さえぐさ　らいと 2年・文理 長泉中→清水桜が丘高 163 265 リベロ

29 森垣 陸 もりがき　りく 2年・文理 凌風中→清風高 185 325 ライト

30 宮内 啓佑 みやうち　けいすけ 2年・文理 川之江南中→三島高 183 330 ライト

31 尾島 大輔 おじま　だいすけ 2年・文理 大森三中→大森学園高 188 325 センター

32 国崎 良汰 くにさき　りょうた 2年・経済 山田中→九産大付属九産高 184 310 センター

33 荒山 太志 あらやま　たいし 2年・経済 吉江中→高岡一高 170 300 リベロ

34 三村 倖生 みむら　こうき 2年・商 小杉中→富山一高 188 320 セッター

35 前原 佳明 まえはら　よしあき 2年・商 陽南中→県立岐阜商高 192 325 センター

36 高橋 真輝 たかはし　まさき 2年・商 駿台学園中→駿台学園高 175 310 レフト

37 仲村 英治 なかむら　ひではる 2年・スポーツ科 小禄中→西原高 174 320 ライト

38 中嶋 風夜 なかじま　ふうや 2年・スポーツ科 西中原中→駒大高 192 325 センター

日本大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：蓮見知央

主将氏名：髙橋塁

審判指導講習会参加者氏名：

ポジションふりがな

岡本周子

身長 最高到達点

審判資格保持者：　　　　　髙村勇太　　　　　　　　　　（　C　級）

審判資格保持者：　　　　　神戸周馬　　　　　　　　　　（　C　級）



39 西谷 和晃 にしや　かずあき 2年・スポーツ科 金光学園中→金光学園高 172 290 サイド

40 横山 翔大 よこやま　しょうだい 2年・スポーツ科 南六郷中→駿台学園高 180 310 リベロ

41 村岡 航季 むらおか　こうき 2年・スポーツ科 三日月中→佐賀学園高 180 320 レフト

42 中原 脩弥 なかはら　しゅうや 2年・スポーツ科 熊谷東中→正智深谷高 170 315 リベロ

43 松岡 拓弥 まつおか　たくや 2年・スポーツ科 周東中→東福岡高 176 327 ライト

44 川口 大城 かわぐち　だいき 2年・生物 金光学園中→金光学園高 178 320 リベロ

45 益子 武 ましこ　たけし 1年･文理 下稲吉中→土浦日大高 165 295 リベロ

46 栁澤 賢 やなぎさわ　けん 1年･文理 姿川中→足利大附属高 186 338 センター

47 滝澤 岳翔 たきざわ　がくと 1年･文理 能生中→長野日大高 174 310 セッター

48 時田 拓哉 ときた　たくや 1年･文理 茅ヶ崎中→荏田高 183 315 レフト

49 大山 拓斗 おおやま　たくと 1年･文理 大平中→日大三島高 183 315 ライト

50 北川 拓翔 きたがわ　たくと 1年･文理 久居東中→松坂工業高 186 315 セッター

51 清水 漱也 しみず　そうや 1年･文理 塚沢中→明和県央高 169 310 レフト

52 田原 拓弥 たはら　たくみ 1年･文理 吉野東中→鹿児島商高 182 325 レフト

53 田胡 修麻 たご　しゅうま 1年･経済 群馬中央中→明和県央高 183 333 レフト

54 中山 航汰 なかやま　こうた 1年･商 金光学園中→金光学園高 183 315 セッター

55 松本 颯 まつもと　はやと 1年･商 孔舎衙中→東山高 178 325 レフト

56 笹野 和希 ささの　かずき 1年･商 富士見東中→昌平高 180 315 セッター

57 岩村 ジェイ いわむら　じぇい 1年･生物 駒留中→日本学園高 188 325 センター

58 中西 崇 なかにし　しゅう 1年･スポーツ科 城田中→松坂工高 192 345 レフト

59 宮根 征巳 みやね　まさみ 1年･スポーツ科 霞ヶ浦中→土浦日大高 184 330 ライト

60 清水 裕貴 しみず　ひろき 1年･スポーツ科 東部中→恵庭南高 188 325 レフト

61 川村 樹生 かわむら　きりゅう 1年･スポーツ科 衣笠中→東山高 187 330 センター

62 山見 海良 やまみ　かいら 1年･スポーツ科 洛北中→東山高 172 305 セッター

63 加藤 楽都 かとう　がくと 1年･スポーツ科 秩父一中→正智深谷高 177 315 セッター

64 石川 翔大 いしかわ　しょうた 1年･スポーツ科 駿台学園中→駿台学園高 162 280 リベロ

65 髙橋 天空 たかはし　そら 1年･危機管理 和賀西中→一関修紅高 172 310 リベロ

66 伊良皆 大智 いらみな　だいち 1年･危機管理 小禄中→西原高 174 320 ライト



大学名：

部長氏名： 黒須 充

監督氏名： 飯塚 初義

コーチ： 中田 学

トレーナー氏名： 山田 幹大

田中 公久

マネージャー氏名：

姓 名

1 高橋 和幸 たかはし　かずゆき 4 駿台学園中→駿台学園高 １７０㎝ ３０５㎝ リベロ

② 岡本 捷吾 おかもと　しょうご 4 月々瀬中→開智高 １８０㎝ ３２２㎝ ライト

3 関 壮太朗 せき　そうたろう 4 睦合東中→川崎橘高 １８６㎝ ３１０㎝ センター

4 松尾 崇大 まつお　たかひろ 4 高根中→習志野高 １８４㎝ ３１８㎝ センター

5 松下 正明 まつした　まさあき 4 高根中→習志野高 178㎝ ３２４㎝ ライト

6 村上 真宥 むらかみ　まさひろ 4 小野中→郡山北工高 176㎝ 309㎝ リベロ

7 岡野 恵大 おかの　けいた 3 末野原中→愛工大名電高 191㎝ 326㎝ センター

8 亀山 拓巳 かめやま　たくみ 3 大和川中→常翔学園高 190㎝ 317㎝ レフト

9 金澤 琉也 かなざわ　りゅうや 3 玉村南中→足利工大附属高 186㎝ 325㎝ レフト

10 茂太 隆次郎 しげた　りゅうじろう 3 与勝中→西原高 178㎝ 300㎝ セッター

13 中谷 薫 なかや　かおる 2 高根中→市立船橋高 195㎝ 330㎝ センター

14 染野 輝 そめの　ひかる 2 結城南中→駿台学園高 185㎝ 327㎝ レフト

15 梶原 由哉 かじわら　ゆうや 2 緑ヶ丘中→川崎橘高 185㎝ 318㎝ ライト

16 森居 史和 もりい　ふみかず 2 駿台学園中→駿台学園高 177㎝ 311㎝ セッター

17 内藤 大 ないとう　だい 2 西京極中→洛南高 172㎝ 304㎝ リベロ

18 白砂 太悟 しらすな　だいご 2 富岡中→追浜高 174㎝ 289㎝ レフト

19 田中 志瑛 たなか　ゆきてる 2 本渡中→成徳学園高 174㎝ 290㎝ セッター

20 加藤 亞夢 かとう　あむ 1 栗原西中→東北高 192㎝ 332㎝ センター

21 中村 隼輔 なかむら　しゅんすけ 1 土浦第三中→土浦日大高 191㎝ 330㎝ センター

22 上田 俊輔 うえだ　しゅんすけ 1 新田中→金光学園高 191㎝ 330㎝ センター

23 花村 和哉 はなむら　かずや 1 雄新中→東山高 186㎝ 346㎝ レフト

24 藤島 大輔 ふじしま　だいすけ 1 兼六中→松本国際高 186㎝ 335㎝ レフト

25 大堀 尚也 おおほり　なおや 1 長沼中→北海道科学大高 180㎝ 317㎝ セッター

26 相川 奏 あいかわ　かなで 1 大森第二中→東亜学園高 166㎝ 313㎝ リベロ

27 杉脇 藍人 すぎわき　あいと 1 城南中学校→広工大高 173㎝ 313㎝ リベロ

パーキンソン　赤城 艇音 ぱーきんそん　あかぎ　でぃおん 2 麺町中→聖徳学園高 182㎝ ＴＳ

竹内　瑞貴

身長 最高到達点

審判資格保持者：竹内　瑞貴　　　　　　　　（Ｃ級）

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）

学連委員氏名：平山　なつか

主将氏名：高橋　和幸

審判指導講習会参加者氏名：

ポジションふりがな

順天堂大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高



大学名：

部長氏名： 中西 康己

監督氏名： 秋山 央

コーチ： 新崎 茂吉

安藤 誠弥

トレーナー氏名： 西野 衆文

マネージャー氏名：

姓 名

1 堀 夏央哉 ほり　なおや 4年・体育専門学群 渕江中→創造学園高(現・松本国際高) 176 315 セッター

② 阿部 大樹 あべ　だいき 4年・体育専門学群 富士見東中→埼玉栄高 180 324 セッター

4 池田 優太 いけだ　ゆうた 4年・体育専門学群 戸隠中→長野高 166 275 レシーバー

5 伊藤 友健 いとう　ともたけ 4年・体育専門学群 西大村中→大村工高 175 315 リベロ

6 青木 聡二郎 あおき　そうじろう 3年・体育専門学群 群大附属中→前橋高 174 315 レシーバー

7 西川 馨太郎 にしかわ　けいたろう 3年・体育専門学群 阪南中→清風高 193 344 センター

9 垂水 優芽 たるみ　ゆうが 3年・体育専門学群 老上中→洛南高 187 346 サイド

10 木田 大智 きだ　たいち 3年・体育専門学群 赤羽根中→時習館高 168 305 レシーバー

12 橋本 岳人 はしもと　がくと 2年・体育専門学群 富士見東中→埼玉栄高 177 328 サイド

14 エバデダン ラリー えばでだん　らりー 3年・体育専門学群 平田中→松本国際高 194 344 センター

15 砂川 裕次郎 すながわ　ゆうじろう 2年・体育専門学群 富士見東中→埼玉栄高 188 335 サイド

16 近藤 大介 こんどう　だいすけ 2年・体育専門学群 玉穂中→甲府西高 175 310 レシーバー

17 佐藤 嘉生 さとう　かい 2年・体育専門学群 藤岡北中→高崎高 172 310 レシーバー

18 柳田 歩輝 やなぎた　いぶき 2年・体育専門学群 渕江中→松本国際高 184 345 サイド

19 中西 健裕 なかにし　たけひろ 1年・体育専門学群 霞ヶ浦中→土浦日大高 180 312 セッター

22 木村 祐真 きむら　ゆうま 1年・体育専門学群 守山南中→洛南高 167 280 リベロ

23 山川 来知 やまかわ　らいち 1年・体育専門学群 天理中→天理高 177 303 セッター

ポジションふりがな 身長 最高到達点

審判資格保持者：池田優太　　　　　　　　　　（C級）

学連委員氏名：佐藤嘉生

主将氏名：阿部大樹

審判指導講習会参加者氏名：佐藤嘉生

筑波大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）



大学名：

部長氏名： 中野目 善則

監督氏名： 豊田 昇平

コーチ： 野口 嵩広

トレーナー氏名： 前田 竜輔

太地 隼人

マネージャー氏名：

姓 名

① 山岸 隼 やまぎし　じゅん 4年・法学部 裾花中→東山高 185 324 セッター

2 佐々木 潤 ささき　じゅん 4年・総合政策学部 竜海中→星城高 193 328 センター

3 鍬田 憲伸 くわだ　けんしん 4年・法学部 有明中→鎮西高 190 342 レフト

4 伊藤 洸貴 いとう　ひろき 4年・経済学部 駿台学園中→駿台高 190 332 セッター

5 鐘ヶ江 春樹 かねがえ　はるき 3年・総合政策学部 櫛原中→祐誠高 192 337 センター

6 黒木 亮雅 くろき　りょうが 3年・経済学部 大石中→埼玉栄高 188 337 センター

7 菊地 光深 きくち　ひろと 3年・文学部 豊中→東海大札幌校 180 334 ライト

8 佐藤 篤裕 さとう　あつひろ 3年・法学部 下貝塚中→市立船橋高 178 341 レフト

9 内山 隆司 うちやま　りゅうじ 3年・商学部 大沢中→弥栄高 176 316 ピンチサーバー

10 市川 竣也 いちかわ　しゅや 3年・商学部 精華中→岐阜商高 175 300 TS

11 藤原 直也 ふじわら　なおや 2年・経済学部 八条中→北嵯峨高 190 344 レフト

12 新條 莉希 しんじょう　りき 2年・経済学部 日野第四中→桐蔭学園高 190 332 センター

13 髙橋 健太 たかはし　けんた 2年・商学部 江並中→岐阜商高 182 306 セッター

14 鈴木 駿太 すずき　しゅんた 2年・文学部 天白中→愛工大名電高 175 311 ピンチサーバー

15 菅谷 全真 すがや　とうま 2年・商学部 安田学園中→弥栄高 173 290 TS

16 山本 涼 やまもと　りょう 2年・経済学部 矢作中→星城高 163 295 リベロ

17 澤田 晶 さわだ　あきら 1年・総合政策学部 中部中→愛工大名電高 198 338 センター

18 山﨑 真裕 やまざき　まさひろ 1年・総合政策学部 七宝中→星城高 195 335 センター

19 山根 大幸 やまね　ひろゆき 1年・商学部 伊勢崎市立第二中→前橋商高 192 330 センター

20 柿崎 晃 かきざき　あきら 1年・商学部 木古内中→北海道科学大高 186 330 レフト

21 村上 連 むらかみ　れん 1年・経済学部 松江市立第一中→松江高専 182 310 セッター

22 安冨 友登 やすとみ　ゆうと 1年・経済学部 大川中→高松工芸高 182 325 ピンチサーバー

23 羽田 汐音 はねだ　しおん 1年・商学部 北信中→福島商高 177 330 レフト

24 園村 英斗 そのむら　えいと 1年・文学部 日向学院中→日向学院高 176 310 セッター

中央大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：東　天音

審判資格保持者：内山　隆司　　　　　　　　（　C級）

審判指導講習会参加者氏名：

審判資格保持者：髙橋　健太　　　　　　　　（　C級）

主将氏名：山岸　隼

ポジションふりがな 身長 最高到達点

審判資格保持者：佐々木　潤　　　　　　　　（　C級）



大学名：

部長氏名： 左近 豊

監督氏名： 小早川 啓

コーチ： 山脇 昌

深澤 俊平

トレーナー氏名： 嶋 龍之

マネージャー氏名：

姓 名

① 　小田島 拓也 おだじま　たくや 4・経済 淵江中→東亜高 174 302 サイド

2 山本 光太 やまもと　こうた ３・総合文化政策 城西中→松山工高 181 328 セッター

3 青山　 幹 あおやま　もとき ４・国際政治経済 阪南中→清風高 182 335 サイド

4 小森山 世仁 こもりやま　よひと 4・法 安田学園中→安田学園高 171 295 ピンチサーバー

5 黒須 謙太 くろす　けんた 2・総合文化政策 成城中→成城高 178 335 サイド

6 宮崎 優希 みやざき　ゆうき 4・文 大町一中→県ヶ丘高 178 308 ピンチサーバー

7 青山 時久 あおやま　ときひさ 1・教育 昇陽中→清風高 183 330 センター

8 今橋 祐希 いまはし　ゆうき 3・経営 古賀北中→九州産高 182 320 セッター

9 山田 亜藍 やまだ　あらん 3・経済 高川学園中→高川学園高 183 338 サイド

10 今野 大成 こんの　たいせい 2・国際政治経済 松江二中→高川学園高 187 335 センター

11 間瀬 雄斗 ませ　ゆうと 1・経済 中部中→星城高 178 330 サイド

12 渡邉 優人 わたなべ　ゆうと 1・社会情報 綾北中→向上高 180 320 センター

13 中峯 夕貴 なかみね　ゆうき 1・文 黄檗中→東山高 170 305 リベロ

14 長田 康矢 おさだ　こうや 4・経済 高川学園中→高川学園高 175 315 リベロ

青山学院大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：

審判資格保持者：　　　　今橋　祐希　　（C級）

主将氏名：　小田島　拓也

審判指導講習会参加者氏名：　黒須　謙太

ポジションふりがな

宮川　優菜

身長 最高到達点

審判資格保持者：　　　　小森山　世仁　　　（C級）



（　１部　　）大学名（所属） 青山学院大学

追加エントリー（スタッフ）

コーチ 松島　竣大

役職 　　氏名

一般財団法人 関東大学バレーボール連盟

追加エントリー用紙



大学名：

部長氏名： 佐藤 正光

監督氏名： 高橋 宏文

コーチ：

トレーナー氏名：

マネージャー氏名：

姓 名

① 小野 翔平 おの　しょうへい 4年／教育・生涯スポーツ 倉敷一中→岡山東商高 187 330 サイド

2 森本 泰司 もりもと　たいし 4年／教育・生涯スポーツ 滝野中→近江高 184 313 セッター

3 荒木田 光一 あらきだ　こういち 4年／教育・生涯スポーツ 花巻中→花巻北高 192 336 センター

4 村田 健太朗 むらた　けんたろう 4年／教育・生涯スポーツ 伊勢崎一中→伊勢崎高 191 335 センター

5 太田 隆喜 おおた　たかのぶ 4年／教育・生涯スポーツ 西岡北中→札幌南高 185 326 サイド

6 奥山 雅久 おくやま　がく 4年／教育・初等保健体育 中新田中→古川高 185 328 サイド

7 宮部 直史 みやべ　なおと 4年／教育・生涯スポーツ 勝田二中→霞ヶ浦高 178 322 ピンチサーバー

8 前田 幸久 まえだ　ゆきひさ 3年／教育・中等保健体育 常盤中→日本航空高 165 295 リベロ

9 小川 大樹 おがわ　たいき 3年／教育・生涯スポーツ 川内北中→川内商工高 181 327 サイド

10 荒井 大雄 あらい　ひろ 3年／教育・生涯スポーツ 光野中→大塚高 178 325 サイド

11 峯川 優心 みねかわ　ゆうみ 3年／教育・中等保健体育 法田中→習志野高 172 310 セッター

12 渡邉 龍也 わたなべ　たつや 3年／教育・中等保健体育 丸亀西中→多度津高 187 333 センター

13 森本 裕二郎 もりもと　ゆうじろう 3年／教育・生涯スポーツ 愛教附名古屋中→星城高 190 330 サイド

14 上村 琉乃介 かみむら　りゅうのすけ 2年／教育・生涯スポーツ 伊奈中→日本航空高 185 338 センター

15 森 大晟 もり　たいせい 2年／教育・生涯スポーツ 六ツ美中→星城高 181 310 セッター

16 若林 俊希 わかばやし　としき 2年／教育・中等保健体育 佐伯中→岡山東商高 186 330 サイド

17 飯島 柊斗 いいじま　しゅうと 2年／教育・生涯スポーツ 春富中→伊那北高 180 315 サイド

18 橘 正人 たちばな　まさと 2年／教育・生涯スポーツ 陸南中→山形南高 175 300 リベロ

19 長谷川 直哉 はせがわ　なおや 2年／教育・生涯スポーツ 久方中→愛工大名電高 190 335 サイド

20 田中 夏希 たなか　なつき 1年／教育・生涯スポーツ 渕江中→大村工高 175 310 セッター

21 髙橋 堅斗 たかはし　けんと 1年／教育・生涯スポーツ 燕中→東京学館新潟高 192 326 センター

22 林 雅裕 はやし　まさひろ 1年／教育・生涯スポーツ 鯖江中→福井工大福井高 182 330 サイド

23 徳留 聖大 とくとめ　せいた 1年／教育・中等保健体育 桜中→坂戸西高 173 320 リベロ

24 羽石 作大朗 はいし　さくたろう 1年／教育・初等保健体育 七尾中→七尾高 174 320 サイド

東京学芸大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：

審判資格保持者：前田　幸久（C級）

主将氏名：小野　翔平

審判指導講習会参加者氏名：橘　正人

ポジションふりがな 身長 最高到達点

審判資格保持者：太田　隆喜（C級）



東京学芸大学 （1部男）大学名（所属）

コーチ 藤山　健太

追加エントリー（スタッフ）

一般財団法人 関東大学バレーボール連盟

追加エントリー用紙

　　氏名役職



大学名：

部長氏名： 渡邊 達朗

監督氏名： 吉岡 達仁

コーチ：

トレーナー氏名： 岩本 勇星

マネージャー氏名：

姓 名

① 藤中 颯志 ふじなか　そうし 4年・経営 周陽中→宇部商高 178 325 リベロ

2 中村 啓人 なかむら　けいと 4年・経済 松戸一中→習志野高 187 335 サイド

3 竹沢 惇之介 たけざわ　じゅんのすけ 4年・文 渕江中→東亜学園高 186 335 サイド

4 村田 直紀 むらた　まさき 4年・経営 宮前平中→向上高 179 310 サイド

6 内舘 大夢 うちだて　ひろむ 4年・商 岩手中→岩手高 179 320 サイド

7 木村 峻之 きむら　たかゆき 4年・法　 水沢二中→不来方高 175 305 TS

8 下鶴 惣真 しもずる　そうま 3年・心理 細野中→小林高 195 330 センター

9 宇野木 康貴 うのき　こうき 3年・商 龍田中→北城高 188 335 センター

10 増田 宏人 ますだ　ひろと 3年・経済 藤森中→東山高 187 336 センター

11 中村 太陽 なかむら　たいよう 3年・文 谷川中→大塚高 180 335 サイド

12 千葉 翔大 ちば　しょうた 3年・商 駿台中→習志野高 175 305 セッター

13 バーナード 永地 ばーなーど　えいち 2年・文 東港中→大同大学大同高 191 340 センター

14 中川原 将太 なかがわら　しょうた 2年・経営 鍋島中→佐賀商高 189 340 サイド

15 白井 海堂 しらい　ひろと 2年・経済 成章中→佐賀工高 189 335 サイド

16 甲斐 孝太郎 かい　こうたろう 2年・文 延岡南中→日南振徳高 187 335 セッター

17 山崎 仁 やまざき　じん 2年・商 駿台学園中→駿台学園高 185 325 サイド

18 谷平 倫樹 たにひら　ともき 2年・商 桑山中→宇部商高 177 320 レシーバー

19 横江 泰地 よこえ　たいち ２年・商 富岡中→東洋高 173 320 レシーバー

20 日原 大輔 ひはら　だいすけ 2年・経営 大渕中→富士宮北高 187 332 センター

21 長田 陽介 おさだ　ようすけ 1年・文 土野中→黒沢尻高 192 325 サイド

22 堺 爽人 さかい　さやと 1年・文 鍋島中→佐賀工高 194 330 センター

23 小林 陽向 こばやし　ひなた 1年・商 平田中→宇部商高 190 325 センター

24 西田 郁 にしだ　かおる 1年・商 堀船中→宇部商高 183 324 サイド

25 竹内 慶多 たけうち　けいた 1年・経済 足羽中→啓新高 180 325 サイド

26 井出 脩斗 いで　しゅうと 1年・経済 掛川北中→聖隷クリストファー高 175 305 セッター

27 藤原 龍之介 ふじわら　りゅうのすけ 1年・文 花巻北中→不来方高 180 325 サイド

29 清野 真貴 きよの　まき 3年・経営 豊田中→長野吉田高 156 学連

30 佐藤 樹 さとう　いつき 1年・商 吉井中央中→農大第二高 154 TS

ポジションふりがな

栗原瑞季

身長 最高到達点

審判資格保持者：宇野木康貴　　　　　　　　（　c　級）

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）

主将氏名：藤中颯志

審判指導講習会参加者氏名：谷平倫樹　横江泰地

専修大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：清野真貴



大学名：

部長氏名： 鈴木 淳平

監督氏名： 鈴木 淳平

コーチ：

トレーナー氏名：

マネージャー氏名：

姓 名

① 萩原 蘭汰 はぎはら　らんた 4年・GMS学部 操山中→岡山東商高 180 315 ライト

2 五月女 拓海 そうとめ　たくみ 4年・文学部 横川中→足利工大附高 178 315 リベロ

3 濱田 大貴 はまだ　たいき 4年・法学部 西中原中→駒澤大高 180 310 レフト

4 井澤 星斗 いざわ　せいと 4年・経営学部 大島中→霞ヶ浦高 181 310 レフト

5 田中 友喜 たなか　ともき 4年・経済学部 華陽中→高川学園高 196 337 センター

6 丸山 正和 まるやま　まさかず 4年・経営学部 辰野中→日本航空高 175 310 リベロ

7 本多 力 ほんだ　つとむ 4年・文学部 淵江中→駒澤大高 168 308 リベロ

8 井上 輝之 いのうえ　てるゆき 4年・法学部 牛田中→崇徳高 172 334 センター

9 小林 朋寛 こばやし　ともひろ 3年・仏教学部 あかね台中→川崎橘高 180 323 レフト

10 高橋 太 たかはし　ふとし 3年・GMS学部 如是中→清風高 178 315 サイド

11 上田 翔貴 うえだ　しょうき 3年・経営学部 羽島中→岐阜商高 188 325 ライト

12 江藤 巧 えとう　たくみ 3年・法学部 高川学園中→高川学園高 180 320 セッター

13 瀧 直理 たき　すぐり 3年・経済学部 朝日中→松本国際高 187 342 レフト

14 山田 奏汰 やまだ　かなた 3年・文学部 高川学園中→高川学園高 175 315 リベロ

15 伊藤 慎司 いとう　しんじ 3年・経済学部 平野中→東福岡高 175 321 サイド

16 中村 隆佑 なかむら　りゅうすけ 3年・法学部 貝塚中→駒澤大高 177 318 レフト

17 矢場 雄也 やば　ゆうや 3年・文学部 西中原中→駒澤大高 180 310 センター

18 藤岡 凌雅 ふじおか　りょうが 3年・文学部 有馬中→市立尼崎高 177 305 セッター

19 菅沼 海成 すがぬま　かいせい 2年・経済学部 御殿場南中→福井工大福井高 189 330 センター

20 石原 翔 いしはら　しょう 2年・GMS学部 若草中→日本航空高 180 325 センター

21 堀田 晴稀 ほりた　はるき 2年・心理学部 豊富中→市立尼崎高 184 320 センター

22 飯田 信平 いいだ　しんぺい 2年・文学部 新田中→駒澤大高 181 310 レフト

23 坂本 雄飛 さかもと　ゆうひ 2年・法学部 駿台学園中→駿台学園高 174 305 セッター

24 黒川 甚伍 くろかわ　じんご 2年・法学部 東山中→関西高 175 305 セッター

25 中村 陽 なかむら　ひかる 2年・経済学部 久峰中→都城工高 173 305 セッター

26 三浦 征峰 みうら　せいほう 2年・経営学部 富山北部中→富山第一高 178 325 ライト

27 三浦 一真 みうら　かずま 1年・法学部 諏訪台中→東亜学園高 187 330 センター

28 徳田 天馬 とくだ　てんま 1年・GMS学部 久保北中→市立尼崎高 183 320 レフト

29 平田 和聖 ひらた　かずあき 1年・経済学部 城山北中→崇徳高 178 325 ライト

30 日髙 良 ひだか　りょう 1年・経営学部 サレジオ中→東亜学園高 182 325 サイド

駒澤大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：戸川　みこの

主将氏名：萩原　蘭汰

審判指導講習会参加者氏名：坂本　雄飛

ポジションふりがな 身長 最高到達点

審判資格保持者：　五月女　拓海　　（　C級）

審判資格保持者：　矢場　雄也　　　（　C級）



31 西尾 紀一郎 にしお　きいちろう 1年・法学部 松江第一中→松江工高 190 330 レフト

32 元山 桜介 もとやま　おうすけ 1年・文学部 高川学園中→高川学園高 174 323 レフト

33 中島 右京 なかしま　うきょう 1年・経済学部 串間中→都城工高 181 327 レフト

34 安村 健伸 やすむら　けんしん 1年・仏教学部 井口中→瀬戸内中 182 320 センター

35 吉永 萌香 よしなが　もえか 4年・経済学部 手稲東中→札幌第一高 155 - TS

36 安富 理桜 やすとみ　りお 3年・文学部 浅間中→駒澤大高 160 - TS

37 戸川 みこの とがわ　みこの 3年・経営学部 浦賀中→大和南高 151 ‐ 学連


