
（ ミズヌマ　ハルキ）

水沼　春貴
キャンパス 野田

学部  学科 理工学部　機械工学科

出身校 千葉県立小金高等学校

ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ ベースライナー

好きな選手 西岡　良仁

特徴 サウスポー

趣味 サイクリング

目標 レギュラーになる

（ チュウマ　シン）

中馬　真
キャンパス 野田

学部  学科 理工学部　土木工学科

出身校 埼玉平成高等学校

ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ ストローカー

好きな選手 杉田　祐一

特徴 背が高いです

趣味 テニス、人間観察

目標 ダブルスを極める

（ フジサワ　カイト）

藤澤　海斗
キャンパス 野田

学部  学科 理工学部　物理学科

出身校 平塚中等教育学校

ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ カウンター

好きな選手 キリオス

特徴 ダブルハンド、背が小さい

趣味 ドラム

目標 練習を「ムダな練習」にしない

（ セキネ　アツヤ）

関根　敦也
役職 葛飾部長

キャンパス 葛飾

学部  学科 理学部第一部　応用物理学科

出身校 東京農大三校

ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ ベースラインから攻める

好きな選手 モンフィス

特徴 すぐ、足の裏つる

趣味 友達と遊ぶこと

目標 フットワーク向上
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（ トクマル　ケイゴ）

徳丸　佳吾
キャンパス 葛飾

学部  学科 工学部　機械工学科

出身校 法政大学第二高校

ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ ベースライナー

好きな選手 モンフィス

特徴 高校のウエアを着ている

趣味 部室で寝ること

目標 メンバーに入る！

（ ナカムラ　タクマ）

中村　拓真
キャンパス 神楽坂

学部  学科 工学部　工業化学科

出身校 県立浦和高校

ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ ストローカー

好きな選手 錦織　圭

特徴 日本男児平均身長

趣味 旅行、温泉

目標 留年しないこと

名前 大野航
キャンパス 葛飾

学部・学科 基礎工学部 材料工学科

出身校 成城高等学校

プレースタイル シコラー

好きな選手 ジョコビッチ

特徴 真面目

趣味 美味しいもの探し

目標 フォアを安定させたい

（ タケナカ　マリア）

竹中　麻里亜
キャンパス 野田

学部  学科 理工学部　情報科学科

出身校 岡山白陵高等学校

ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ これからみつけます

好きな選手 大坂なおみ選手　かわいいです！

特徴 背ちっちゃい、ふざけているようにみえやすい、字汚い、留年しそう

趣味 遊んだり、しゃべったり、体動かしたりすること、散歩もよくします

目標 ﾗﾝﾆﾝｸﾞについていけるようになること、明確な目的をいろんな事に持つこと

（ オオヤマ　セナ）

大山　瀬菜
役職 女子主将

キャンパス 野田

学部  学科 理工学部　電気電子情報工学科

出身校 共栄学園高等学校

ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ オールラウンダー

好きな選手 A．ズベレフ

特徴 目が茶色

趣味 音楽を聞くこと

目標 単位を落とさない
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名前 永山聖也

役職 全体主将・神楽坂主将・ＯＢ連絡員

キャンパス 神楽坂

学部・学科 経営学部 経営学科

出身校 鎌倉学園高等学校

プレースタイル 守屋達貫を4で割って暴君ハバネロを足したプレー

好きな選手 徳船太、徳丸圭吾

特徴 彼女がかわいい

趣味 誉め殺し

目標 大好きな理科大メンバーと勝つ

名前 長谷川祐大

役職 神楽坂部長

キャンパス 神楽坂

学部・学科 経営学部 経営学科

出身校 麗澤高校

プレースタイル オールラウンダー

好きな選手 シュワルツマン

特徴 見た目がAV女優

趣味 アニメ鑑賞

目標 インカレ出場

名前 福澤健人

役職 全体主務

キャンパス 野田

学部・学科 理工学部 土木工学科

出身校 私立桐蔭学園中等教育学校

プレースタイル バコラーになりたい

好きな選手 フェレール

特徴 大声出しがち

趣味 スピーカーで音楽流しっぱ

目標 文武両道

名前 會田拓海

役職 野田主将

キャンパス 野田

学部・学科 理工学部 数学科

出身校 國學院大學栃木高校

プレースタイル オールラウンダーになりたい ビッグサーバー

好きな選手 ジョコビッチ

特徴 バットで素振り

趣味 BUNPの曲に申し込む（当たらない）

目標
レギュラーに入る、
BUNPのライブに行く
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名前 谷澤友亮

役職 全体会計

キャンパス 野田

学部・学科 理工学部 経営工学科

出身校 都立国立高校

プレースタイル スライスシコラー

好きな選手 フェデラー

特徴 背が低い

趣味 計算

目標 テニス強くなること、 勉強で上を目指すこと

名前 穴原隆人

キャンパス 野田

学部・学科 理工学部 電気電子情報工学科

出身校 東山高等学校

プレースタイル 模索中

好きな選手 錦織圭

特徴 ネガティブ

趣味 ゲーム

目標 勉強とテニスの両立、試合で勝てるようになる

名前 木村友宣

役職 野田部長

キャンパス 野田

学部・学科 理工学部 数学科

出身校 本郷高等学校

プレースタイル バコラー（本当はオールラウンダーになりたい）

好きな選手 フェデラー

特徴 目つき悪いです

趣味 ゲーム（特にFPS）、遊び、読書

目標 同じミスをしない（テニス以外でも）



名前 北村悠

キャンパス 神楽坂

学部・学科 経営学部 経営学科

出身校 筑陽学園

プレースタイル シコラー

好きな選手 Ｎキリオス

特徴 常にジャージ

趣味 球技全般、野球観戦

目標 レギュラーとして活躍し、チームを昇格させる

名前 長束駿
キャンパス 神楽坂

学部・学科 理学部第一部 応用化学科

出身校 国学院久我山高校

プレースタイル ベースライナー

好きな選手 ロジャーフェデラー

特徴 よく脚をつる

趣味 自転車

目標 木村さんが引退する前に勝つ

名前 本庄翆菜
役職 女子主務

キャンパス 野田

学部・学科 理工学部 建築学科

出身校

プレースタイル オールラウンダー

好きな選手 ラファエル・ナダル

特徴 完全朝型人間

趣味 ジム通い

目標 向上心を常にもって練習に取り組む

名前 武井彩菜
キャンパス 野田

学部・学科 理工学部 建築学科

出身校 栄東高等学校

プレースタイル ストローカー

好きな選手 大阪なおみ

特徴 背が低い

趣味 音楽を聴く、イラスト

目標 攻撃的なテニスをする
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