
～2019 年度部員紹介～ 
 

 
#1 武井日菜子 5/26 入間向陽高等学校 

4 年 国際関係学部/国際文化学科 

GK 勝ち抜く 

 

#2 渡辺莉奈 9/18 常葉学園橘高等学校 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF /MF 愉しむ 

 

#3 遠藤綾 12/5 流通経済大学付属柏高等学校 

      4 年 国際関係学部/国際文化学科 

      DF たくさんの想いを背負って前向きにやりき

る！！！ 

 

#4 高玉彩乃 12/17 藤枝順心高等学校 

4 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF 学生ラストのサッカー人生を楽しみながら

最高のチームにする。 

 

#5 鏡玲菜 10/29 修徳高等学校 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF 大東の守備の要になれるように頑張ります 

 

#6 藤本はるか 5/24 修徳高等学校 

4 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF ４年間の集大成として絶対にインカレに

行ってみんなで最高の笑顔で終わる！ 

 

 

 

 

 

背番号 名前 誕生日 出身チーム 

学年 学部/学科 

                      ポジション 今年の抱負 

 

 

#7 中村姫花  7/2  スフィーダ世田谷 FC ユース 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF  不屈の女になる 

 

#8 山室佑梨花 10/12 久喜高等学校 

      4 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

          FW 感謝を忘れず、自分のできることを全力で

やりきります！！ 

        

#9 宇津木陽奈 11/20 幕張総合高等学校 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      FW チームのスイッチに。頼られる選手に。 

        得点源に。 

 

#10 浅田真理奈 12/26 ちふれ AS エルフェン 

埼玉マリ 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

           DF /MF  結果を残す 

 

      #11 樋口明日香 6/12 前橋育英高等学校 

      4 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      FW 大好きなサッカーを楽しみます！ 

  

#12 豊原彩葉 5/3 十文字高等学校 

      3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF 個人としてもチームとしても去年より良い 

  結果を残す 

 

 

#13  永井さくら 1/29 市立太田高等学校 

4 年 文学部/教育学科 

MF 少しの不安を抱きつつもポジティブに楽しむ 

 

#14 合田蒼乃 1/11 北海道文教大学明清高等学校 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF 何事にも全力で取り組み、最高の 1 年にする！ 

 

#15 末村美帆 12/19 MITOEIKOFC 茨城レディース 

4 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科   

DF すべてに勝つ！！ 

 

#16 松本樹立子 5/12 宇都宮文星女子高等学校 

4 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF 関カレ、インカレ出場 

 

#17 池田千織 1/13 神村学園高等部 

2 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF サッカーを悔いないように楽しむ！ 

 

#18 久保田佳奈 5/25 ジェフユナイテッド市原

千葉レディース U-18 

    4 年 外国語学部/日本語学科 

FW 不可能を可能にかえます 

 

#19 宮田ひびき 7/12 常盤木学園高等学校 

3 年 文学部/ 教育学科 

MF 去年よりも成長できる 1 年にします！ 

 

#20 島田楓美子 11/10 星槎国際高等学校 

4 年 国際関係学部/国際文化学科 

DF 昨日の自分を毎日超える 

 

 

 



 

 

#21 斎藤紗絵 4/27 ちふれ AS エルフェン埼玉マリ 

3年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

GK ゴールを守りつつ声でゲームを作れる 

ようになる 

 

#22 山下由衣 12/2 大阪桐蔭高等学校 

3 年 国際関係学部/国際文化学科 

MF 自分と向き合い、自分を超える 

 

#23 新城葉月 6/3 神村学園高等部 

3 年 法学部/政治学科 

DF 這い上がる為の最高の準備 

 

#24 岩佐莉奈 5/3 常盤木学園高等学校 

3 年 経済学部/社会経済学科 

MF 西が丘のピッチに立つことと 

  最高のインカレを創ること！ 

 

#25 深谷綾乃 6/16 入間向陽高等学校 

3 年 文学部/英米文学科 

FW チームの勝利に貢献できるよう、 

  精一杯気持ち強く頑張る 

 

#26 廣瀬円香 3/12 飛鳥高等学校 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

FW ピッチに立つ 

 

#27 齋藤久瑠美 12/22 藤枝順心高等学校 

2 年 文学部/教育学科 

DF チームに貢献する！ 

 

 

 

 

 

 

#28 大久保香穂 9/22 東海大学付属 

福岡高等学校 

2 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF レベルアップのために自分に妥協しない 

 

#29 久保田美奈 11/23 流通経済大学付属            

               柏高等学校 

2 年 文学部/歴史文化学科 

DF 気持ちをサッカーで体現する！ 

 

#30 坂本奈音 8/25 済美高等学校 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF 飛躍の 1 年に 

 

#31 紺野由布佳 5/5 海老名高等学校 

3 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

GK  飛躍の年にします 

 

#32 鈴木銘 9/8 北海道大谷室蘭高等学校 

2 年 スポーツ・健康科学部/看護学科 

FW サッカーできる時間を大事に 

いっぱい楽しみたい！ 

 

#33 上林優花 4/17 日本航空高等学校 

      2 年 スポーツ・健康科学部/スポーツ科学科 

      DF 鉄壁の守備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#34 大須賀萌夏 4/13  晴海総合高等学校 

2 年 スポーツ・健康科学部/スポーツ科学科 

MF 怪我をせずにサッカーを楽しむ！！ 

 

#35 齊藤瑠郁 4/30 藤枝順心高等学校 

4 年 環境創造学部/環境創造学科 

MF ピッチの上でみんなと笑う！ 

 

#36 渕上舞衣 11/8 高崎経済大学附属高等学校 

2 年 スポーツ健康科学部/健康科学科  

FW  多くの経験を積んで成長する！ 

 

#41 石垣穂乃華 4/19 常盤木学園高等学校 

2 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

GK 進化する 

 

MG 岩元朝海 2/1 矢板東高等学校 

 2 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      選手がサッカーを楽しめますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

新入生 
 

         #37 石田ひかる 8/24 埼玉県立南稜高等学校 

1 年 文学部/教育学科 

DF 技術を向上させてチームに貢献できる 

ようにする 

 

     #38 宇田川凜花 12/2 埼玉県立松山女子高等学校 

1 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

FW 沢山点を決める 

 

#39 加藤梨子 11/10 日本航空高等学校 

1年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF 常に全力でプレーし、チームに貢献できる 

ように頑張ります！ 

 

#40 木村未来 6/8 聖和学園高等学校 

1 年 文学部/教育学科 

MF 1 つでも多くのことを吸収して、成長し、 

チームに貢献できるように頑張ります。 

 

#42 工藤友莉佳 7/21 埼玉県立松山女子高等学校 

1 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF 失敗を恐れず、自分に厳しく頑張ります！ 

 

#43 齋藤 汐音 10/26 仙台育英学園高等学校 

1 年 外国語学部/英語学科 

MF／DF	 チャレンジする！ 

	
#44 齋藤 蘭 10/26 仙台育英学園高等学校 

1 年 社会学部/社会学科 

MF  個の成長 最後まで諦めない 

	
 

 

#45 猿澤桃佳 3/7 四国学院大学香川西高等 

学校 

1 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF /MF 色々な方面からチームに貢献できる 

ように頑張ります。 

 

      #46 志賀みう 9/22 茨城フットボール 

アカデミー 

1 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF 弱みをなくし、強みを伸ばし生かす。 

 

#47 竹内千璃 5/26 北海道大谷室蘭高等学校 

1 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

FW 試合に出る 

 

#48 田中愛友花 1/24 浦和西高等学校 

1 年 スポーツ健康科学部/健康科学科 

FW 早くチームに慣れ、少しでも多く試合に

出られるように努力する。 

 
#49 田邉 有実菜 12/26 宇都宮文星女子高等学校 

1 年 スポーツ健康科学部/健康科学科 

DF チームに貢献できる選手になりたいです 

 
#50 梨本舞優 9/21 成田北高等学校 

1 年 スポーツ健康科学部/看護学科 

MF 何事もやってみる 

 

#51 堀口梨花子 4/21 高崎健康福祉大学高崎 

高等学校 

1 年 文学部/日本文学科 

GK	 	ゴールキックを遠くに飛ばせるように 

すること 

 

 

 

 

      #52 谷内柚子葉 12/17 常葉大学附属橘高等学校 

1 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF 少しでもチームの勝利に貢献できるように  

頑張ります 

 

#53 山口真梨乃 12/14 柳ヶ浦高等学校 

1 年 国際関係学部/国際文化学科 

DF /MF 攻撃でも守備でもチームに役立てる 

ように頑張りたいと思います 

 

#61 三友采栞 3/17 ちふれ AS エルフェン 

埼玉マリ 

1 年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

GK 同級生だけでなく先輩方にも負けずに、 

チームに必要とされる人になります 

 

      MG 白須遥 10/5 東久留米総合高等学校 

1年 スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

選手の力になる 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


