
                                                                   

 

 

  ～2017 年度部員紹介～ 
#1 高橋優里花 5/23 日本航空高等学校 
スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      GK 守護神になる 

       

#2 田村由樹 6/3 幕張総合高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      DF 「勝利のために」をモットーに！ 

       

      #3 柳田有芽乃 3/21 柳ヶ浦高等学校 

      文学部/中国学科 

           DF 自分にできることを精一杯やりたいと思い
ます！ 

 

#4 綿貫美穂 3/1 昌平高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

           DF 全試合無失点 

 

#5 一川美緒 4/15 山村学園高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

           DF 全てに勝つ 

       

      #6 大塚明莉 12/24 村田女子高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      MF 新しい歴史を創れるように全力で頑張り
ます 

        

      #7 平川英未 6/24 山村学園高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

           FW/ MF どんな時も身体を張ってプレーする 

               背番号 名前 誕生日 出身チーム 

学部/学科 

                      ポジション 一言 

 

      #8 日野李保 7/31 常葉学園橘高等学校 

            スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

       MF 謙虚！ 
 

#9 相田さくら 10/6 鹿児島女子高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      DF 心は熱く、頭は冷静に 

 

      #10 山﨑萌子 5/4 十文字高等学校 

      スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

          FW /MF 出し尽くす一年にします！ 

 

       #11 中川さらさ 6/17 文京学院大学女子高等学校 

            スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

       MF 勝利に貢献します！ 

 

      #12 大門紫 9/20 藤枝順心高等学校 

      文学部/教育学科 

      FW 結果にこだわってチームに貢献します！ 

 

       #13 渡邊あかり 12/5 北海道大谷室蘭高等学校 

       国際関係学部/国際関係学科 

            DF 強くなる！！！ 
 
      #14 福本瞳 4/29 十文字高等学校 

      スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      MF 緑のユニフォームと自分の背番号に 

誇りと責任を持って闘います 
 

      #15 山崎香 8/16 藤枝順心高等学校 

      外国語学部/英語学科 

      MF 粉骨砕身 

#16 吉田七彩 12/21 桐朋女子高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

FW 新しい歴史作ります！ 

   

#17 山口莉穂 11/4 昌平高等学校 

  文学部/英米文学科 

    DF やりぬく！！！！！ 
   

#18 堀川うらら 4/12 アンベリール島原 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF 一試合一試合を大切にする 
   

#19 榧場莉菜 3/15 入間向陽高等学校 

  外国語学部/英語学科 

MF みんなと過ごす期間を大切にする 

   

#20 足立小桃 10/2 青梅総合高等学校 

  文学部/日本文学科 

MF  負けん気で、個人としてもチームとして 

高みを目指します 
   

#21 武井日菜子 5/26 入間向陽高等学校 

国際関係学部/国際文化学科 

GK 無失点の試合を一つでも多くできる 

ように頑張ります 
   

#22 古村芽衣 5/9 幕張総合高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF 去年よりも多く試合出場！ 
   

#23 青木葉 8/20 八千代松陰高等学校 

スポーツ健康科学部/健康科学科 

    DF 進化の一年にする！！ 
   

#24 廣中千映 9/16 北海道大谷室蘭高等学校 

外国語学部/日本語学科 

MF 少しでもチームの力になれるよう何事にも全

力でいきます！！ 

 



 #25 土屋志美 1/6 浦和実業学園高等学校 

国際関係学部/国際関係学科 

MF ひたむきにがむしゃらに頑張る！ 

 

      #26 藤本はるか 5/24 修徳高等学校 

      スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF 攻守にハードワーク出来る選手になる 

 

      #27 山室佑梨花 10/12 久喜高等学校 

      スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

          FW コートを走り回って点をとる！！  

 

      #28 高玉彩乃 12/17 藤枝順心高等学校 

      スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      DF 攻守の切り替えを早くする 

 

           #29 樋口明日香 6/12 前橋育英高等学校 

      スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      FW チームを救える FW になる！ 

 

      #30 石山実佳 5/24 藤枝順心高等学校 

      スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

      MF 常に結果にこだわっていきたい 

 

      #31 中川あやめ 6/26 十文字高等学校 

      外国語学部/英語学科 

      GK インカレ初出場できるようチームに貢献

したい 

 

 

    #32 大塚友佳 4/12 花咲徳栄高等学校 

    経営学部/企業システム学科 

    MF 怪我しない！！ 

 

    #33 遠藤綾 12/5 流通経済大学付属柏高等学校 

    国際関係学部/国際文化学科 

    DF チームに貢献！！ 

 

#34 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 

    外国語学部/日本語学科 

FW 怪我をしない！ 

 

#35 永井さくら 1/29 市立太田高等学校 

文学部/教育学科 

MF 得点に絡む回数を増やしサッカーを楽しむ 

 

#36 齊藤瑠郁 4/30 藤枝順心高等学校 

環境創造学部/環境創造学科 

MF 負けない身体と体力をつける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#37 島田楓美子 11/10 星槎国際高等学校 

国際関係学部/国際文化学科 

DF 我を出す 

 

#38 末村美帆 12/19 MITOEIKOFC 茨城レデ

ィース 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

FW サイドからの攻撃でチームに貢献できる

ように頑張ります！ 

 

#39 松本樹立子 5/12 宇都宮文星女子高等

学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF 関カレに出て、クロス、シュートをするこ

と。 

 

#40 中田花穂 10/10 南稜高等学校 

外国語学部/英語学科 

MF ひとつひとつの事を、一生懸命全力で頑張

りたい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新入生 
#41 紺野由布佳 5/5 海老名高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

GK  いまは下手だけど、一生懸命練習して成長

できるように頑張ります。 

 

#42 浅田真理奈 12/26 ちふれ AS エルフェン埼玉

マリ 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF/DF チームの勝利に貢献できるように全力

で頑張ります！ 

 

#43 岩佐莉奈 5/3 常盤木学園高等学校 

経済学部/社会経済学科 

MF  攻撃でも守備でもたくさん走ってチーム

の勝利に貢献します！ 

 

#44 宇津木陽奈 11/20 幕張総合高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

FW  誰よりもたくさん走ります！ 

 

#45 鏡玲菜 10/29 修徳高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF  優しいパスを出して頑張ります！ 

 

 

#46 合田蒼乃 1/11 北海道文教大学明清高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF  チームのために全力でプレーします！ 

 

 

#47 坂本奈音 8/25 済美高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

MF  気持ちを強く精一杯頑張ります！ 

 

#48 新城葉月 6/3 神村学園高等部 

法学部/政治学科 

DF  チームの為に何事にも全力で頑張ること

のできる選手になります！プレーだけでは

なく、チームに必要な存在になりたいと思

ってます 

 

#49 豊原彩葉 5/3 十文字高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF  4 年間、常に上を目指して頑張ります。 

 

#50 中村姫花  7/2  スフィーダ世田谷 FC ユース  

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

FW  得点王目指して頑張ります！ 

 

#51 斎藤紗絵 4/27 ちふれASエルフェン埼玉

マリ 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

GK  チームを盛り上げて勝利に貢献出来るよ

うに頑張ります！ 

 

#52 廣瀬円香 3/12 飛鳥高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

FW レギュラー目指して頑張ります！ 

 

 

#53 深谷綾乃 6/16  入間向陽高等学校 

文学部/英米文学科 

FW  走れて得点力を上げられるように精一杯

がんばります！ 

 

#54 宮田七海 2/22  王子総合高等学校 

外国語学部/英語学科 

DF  チームに貢献できるように頑張ります！ 

 

#55 宮田ひびき 7/12  常盤木学園高等学校 

文学部/ 教育学科 

 MF  継続を大切にする一年にします！ 

 

#56 山下由衣 12/2  大阪桐蔭高等学校 

国際関係学部/国際文化学科 

FW  小さいけどドリブルとガッツを武器に頑

張りたいです！ 

 

      #57 渡辺莉奈 9/18 常葉学園橘高等学校 

スポーツ健康科学部/スポーツ科学科 

DF  自分のプレーを出し、最後まで諦めないで

サッカーを愉しみながら頑張ります! 


