
  

～4 年男子～ 

         

名前 徳丸佳吾（とくまるけいご）       

役職 葛飾主将       

キャンパス 葛飾       

学部学科 工学部機械工学科       

出身校 法政大学第二高等学校       

プレースタイル 
チャンス○、パワーヒッター、流し打ち、粘り打ち、上り
調子、エラー 

      

好きな選手 
須貝聖也、宮原俊晴、小玉翔大、佐々木健太、伊勢柾希、
宮澤諒、青木雅也、太田智也、中村圭佑、 
大野航、外ケンタウロス偽、現部員全員 

      

特徴 口から嘘しか出てこない       

趣味 後輩に嘘を吹き込む       

目標 4 部最強になる、チームを 3 部に昇格させる       

      
 

名前  藤澤海斗（ふじさわかいと）   

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   

プレースタイル  カウンターパンチャー   

好きな選手  西岡良仁   

特徴  異彩を放つ両手フォアハンド   

趣味  読書、音楽鑑賞、陰口   

目標  3 部昇格のためにチームを引っ張ります。   

          

名前 水沼春貴（みずぬまはるき）   
 

キャンパス 野田   

学部・学科 理工学部機械工学科   

プレースタイル ストローカー   

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 3 部昇格   

      
 名前  関根敦也（せきねあつや）   

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   

プレースタイル  アクセル抜きません   

好きな選手 とくまるけいご   

特徴 安全運転で飛ばします。   

趣味 送迎   

目標 3 部にブチ上がります   



～4 年女子～ 

          

名前 大山瀬菜（おおやませな）   
 

役職 女子全体主将   

キャンパス 野田キャンパス   

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   

プレースタイル ベースライナー   

好きな選手 ズベレフ   

特徴 目が茶色   

趣味 映画鑑賞   

目標 チームで勝つ。       

  



～3 年男子～ 

          

名前 永山聖也（ながやませいや）   
 
  

  

役職 男子全体主将       

キャンパス 神楽坂キャンパス       

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  全部ばこる   
   

  

好きな選手 徳船太、徳丸圭吾、岡野充       

特徴 今もなお彼女がかわいい、黒いエプロン       

趣味 コーヒー、カフェイン摂取、本音       

目標 死ぬ気で３部昇格       

      
 

名前 長谷川裕大（はせがわゆうだい）   

役職 神楽坂部長   

キャンパス 神楽坂キャンパス   

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 シコラー   

好きな選手 ディエゴ・シュワルツマン   

特徴 とにかく黒い、髭が濃い   

趣味 ボーリング、ヲタ活   

目標 チーム勝利に貢献   

      

 

名前 谷澤友亮（たにざわゆうすけ）   

役職 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 国立高校   

プレースタイル ダブラー、どんどんボレーしたい   

スタイル     

好きな選手 フェデラー   

特徴 
ひよこのついたラケット、背が小さい、チュニジア人、マ
ジレス 

  

趣味 勉強       

目標 完璧なるレフェリーを務める、ダブルスレギュラー目指す       

 

  



          

名前 會田拓海（あいだたくみ）    

役職 野田主将   

キャンパス 野田キャンパス   

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ってきたビックサーバー 
  
  

好きな選手 ジョコビッチ   

特徴 
理科大の錦織、笑うと歯茎が出る、 
テニスより絵が褒められる、錦織 

  

  

趣味 絵を描くこと   

目標 信頼の厚い勝ち確プレーヤーになる、4 大大会優勝       

      

 

名前 福沢 健人（ふくざわけんと）   

役職 主務   

キャンパス 野田キャンパス   

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 とにかく前へ   

好きな選手 島袋将   

特徴 喋るとボロが出る   

趣味 料理・サウナ   

目標 4 年も続けられるように今から行動する。   

          

名前 木村友宣（きむらとものぶ）   
 

役職 野田部長   

キャンパス 野田   

学部・学科 理工学部数学科   

プレースタイル バコラー（シコラー）   

好きな選手 岡野充、海堂薫   

特徴 目つき悪し   

趣味 ゲーム、読書   

目標 理工系で本戦出場   

 

  



～2 年男子～ 

      
 

名前 北村 悠（きたむらゆう）   

キャンパス名 神楽坂   

学部・学科 経営学部経営学科   

プレースタイル シコラーとゆう名のバコラー   

好きな選手 
永山聖也、長谷川裕大、福澤健人、會田拓海、谷澤友亮、
木村友宣、徳丸佳吾、藤澤海斗、水沼春貴、関根敦也 

  

  

  

特徴 常にジャージ   

趣味 野球観戦＆彼女作る   

目標 インカレ出場＆レギュラーとして３部昇格   

      

名前 原屋敷唯人（はらやしきゆいと）   

キャンパス 神楽坂   

学部・学科 経営学部経営学科   

出身校 東京成徳   

プレースタイル バコラー   

好きな選手 シャラポワ   

特徴 帽子を被っている   

趣味 「兵動大樹のおしゃべり大好き。」を聞くこと   

目標 足を動かす       

      
 

名前 岡部竜弥（おかべりゅうや）   

キャンパス 葛飾   

学部・学科 工学部 情報工学科   

出身校 八千代松陰高校   

プレースタイル フォアの回り込みから攻めるスタイル   

好きな選手 フェデラー   

特徴 返信が鬼早い，永山聖也の義弟，運び屋   

趣味 いろんな所で昼寝，梨   

目標 
遅刻しない(30 分前集合の 30 分前集合)，安全運転(テニス
も） 

  

          

名前 石川風雅（いしかわふうが）       

キャンパス 野田キャンパス       

学部・学科 理工学部・電気電子情報工学科       

出身校 都立江北高校       

プレースタイル なし       

好きな選手 ナダル       

特徴 左利き       

趣味 バスケ、ゲーム       

目標 結果を残す       

  



          

名前 元永燎（もとながりょう）   

 

キャンパス 野田   

学部・学科     

出身校 森村学園   

プレースタイル シコラー   

好きな選手 白石光   

特徴 チュウマさんに似ている   

趣味 散歩   

目標 レギュラーになる   

          

名前 鈴村京（すずむらけい）   

 

キャンパス  野田   

学部・学科 理工学部数学科   

出身校 静岡学園高校   

プレースタイル オールラウンダーになりたい   

ベースライナー     

好きな選手 ロジャーフェデラー   

特徴 特徴があるところ   

趣味 鑑賞 旅行 料理   

目標 とにかくテニスが上手くなる   

          

名前 長束駿（ながつかしゅん）   

 

キャンパス 神楽坂   

学部・学科 理学部第一部応用科学科   

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   

 

  



～2 年女子～ 

      
 

名前 本庄翆菜（ほんじょうすいな）   

役職 女子部主務   

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 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（たけいあやな）   

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   

          

名前 武藤沙優（むとうさゆ） 
 
  

   

キャンパス 野田       

学科・学部 理工学部 土木工学科       

出身校 専修大学松戸高等学校       

プレースタイル 攻めていきたいです。       

好きな選手 大坂なおみ選手       

特徴 背が大きい       

趣味 旅行、美味しいものを食べること       

目標 勉強と部活の両立、ランニングのタイムを早くする！       

  



～1 年男子～ 

          

名前 増田涼（ますだりょう）       

キャンパス 神楽坂       

学部・学科 経営学部 ビジネスエコノミクス学科       

出身校 都立富士高校       

プレースタイル オールラウンダー 

 

好きな選手 錦織圭 

特徴 とにかく走る 

趣味 マラソン、旅行、スポーツ観戦 

目標 レギュラー奪取、毎日マラソンをする 

    

名前 松下颯真（まつしたそうま） 

キャンパス 野田 

学部・学科 理工学部 経営工学科 

出身校 昌平高校 

プレースタイル フォアはシコってバックばこる       

好きな選手 キリオス       

特徴 細い、マスクをつけさせる       

趣味 運転、サッカー観戦       

目標 試合に出てチームに貢献する。       

          

名前 菱刈慶樹（ひしかりけいじゅ） 
 
  キャンパス 野田キャンパス 

学部・学科 薬学部生命創薬科学科 

出身校 学習院高等科 

プレースタイル ベースライナー 

好きな選手 ラファエルナダル 

特徴 よく笑う 

趣味 邦楽を聞く(特に UVERworld) 

目標 
部員みんなと悔いの無い素敵な経験が出来る様に努力す
ること 

   

名前 伊川 太郎（いがわたろう）   
 
  

  

キャンパス 葛飾       

学部・学科 先進工学部マテリアル創成工学科       

出身校 千葉県立八千代高校       

プレースタイル ドロップショット多め         

好きな選手 Diego Schwartzman       

特徴  右利き       

趣味 読書       

目標 日々成長       

  



        

名前 金載元（キムゼウォン）     

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 新潟県立新潟南高校     

プレースタイル サーブアンドボレー     

好きな選手 ノバク・ジョコビッチ     

特徴 夜行性     

趣味 ねること、ピアノ     

目標 TOEIC950 越え     

    

  名前 石田太一（いしだたいち） 

キャンパス 野田 

学部・学科 理工学部 情報科学科 

出身校 桐光学園高校 

プレースタイル フォアが病気 

好きな選手 カレーニョ・ブスタ 

特徴 早漏 

趣味 総合格闘技観戦 

目標 フォアを常人並みに打てるようになること 

   

名前 斎藤天馬（さいとうてんま）   

キャンパス 葛飾キャンパス   

学部学科 工学部建築学科   

出身校 埼玉平成高校   

プレースタイル オールラウンダー   

好きな選手 菊池裕太   

特徴 風のように走ることができる（遅い）、   

趣味 読書、テニス鑑賞   

目標 インカレ出場   

      

名前 高橋裕輝（たかはしゆうき）   

キャンパス 野田キャンパス 
 
 
  

学部・学科 理工学部経営工学科   

出身校 江戸川学園取手高等学校   

ベースライナー     

プレースタイル フェデラー   

好きな選手 体力が脆弱   

特徴；なし     

趣味 ピアノ、中国語   

目標 レギュラーを取る   

  



          

名前 宮里亮（みやさとあきら） 

  
キャンパス 神楽坂キャンパス 

学部・学科 経営学部 国際デザイン経営学科 

出身校 川越東高校 

プレースタイル ストローカーになりたいボレーヤー 

好きな選手 ダスティン・ブラウン 

特徴 バックの素振りしがち 

趣味 音楽を聴くこと 

目標 
文武両道、女子と勉強する時をもう２度と先輩に見つか
らないこと 

    

名前 嶋崎翔太（しまざきしょうた）       

キャンパス 野田       

学部・学科 理工学部機械工学科       

出身校 北嶺高等学校       

プレースタイル ストローカー       

好きな選手 ジョコビッチ    

特徴 よくスランプに陥る   

趣味 カラオケ   

目標 安定したラリー   

      

名前 室田健斗(むろたけんと)    

キャンパス 野田   

出身校 山手学院   

プレースタイル ベースライナー   

好きな選手 ティーム   

特徴 いつも笑顔   
 
  
 

  

趣味 筋トレ、ボルダリング       

目標 留年しない       

          

名前 川島太郎（かわしまたろう） 

  キャンパス 神楽坂  

学部・学科 理学部第一部 応用数学科 

出身校 光陵高校 

プレースタイル  バコラー 

好きな選手 フェレール  

特徴 人見知り 

趣味 ゲーム、野球観戦 

目標 ダブルス上手くなる 

  



          

名前 眞田航太朗（さなだこうたろう）       

キャンパス 野田       

学部・学科 理工学部 情報科学科       

出身校 栄東高校       

プレースタイル ベースライナー       

好きな選手 ナダル       

特徴 すぐバテる   
 
  
 

  

趣味 スポーツならなんでも       

目標 体力向上       

          

名前 金内康太(かなうちこうた)        

キャンパス 葛飾       

学部・学科 先進工学部マテリアル創成工学科       

出身校 県立多摩高等学校       

プレースタイル ベースライナー       

好きな選手 ワウリンカ       

特徴 目細い   
 
  
 

  

趣味 映画観賞       

目標 文武両道       

          

名前 岩﨑陽平（いわさきようへい） 

  
キャンパス 野田キャンパス 

学部・学科 理工学部 電気電子情報工学科 

出身校 薬円台高校 

プレースタイル 特になし 

好きな選手 錦織圭 

特徴 全体的にテニスが下手 

趣味 小説 

目標 プレースタイルを固める 

  



～1 年女子～ 

          

名前 真島英里（ましまえり）       

キャンパス 神楽坂       

学部・学科 経営学部 国際デザイン経営学科       

出身校 成蹊高等学校       

プレースタイル ストローカー       

好きな選手 シャラポワ       

特徴 フッ軽    

趣味 友達と遊ぶ   

目標 楽しく文武両道   

      

名前 宮﨑凜歩（みやざきりほ）   

キャンパス 神楽坂   

学部・学科 経営学部国際デザイン経営学科   

出身高 広尾学園高校   

プレースタイル これから見つけます   

好きな選手 大坂なおみ   

特徴 小中高全部違うスポーツをやっていた       

趣味 旅行・麻雀   
 
  
 

  

目標 体力をつける       

          

名前 山本里茉（やまもとりな） 

  

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 富士見高等学校 

プレースタイル ストローカー 

好きな選手 大坂なおみ 

特徴 前髪がない 

趣味 youtube を見る、買い物する 

目標 勉強も部活も全部頑張る 

    

名前 稲田琴美（いなだことみ） 
 
  

    

キャンパス 野田キャンパス       

学部・学科 理工学部電気電子情報工学部       

出身校 専修大学松戸高校       

プレースタイル ストローカー       

好きな選手 ワウリンカ       

特徴 背が小さい       

趣味 音楽を聴くこと、昼寝   
 
  
 

  

目標 勉強も部活も常に上を目指す       

  



          

名前 章雨禾（しょういな） 

  

役職 マネージャー 

キャンパス 野田キャンパス 

学部学科 理工学部 情報科学科 

出身校 江戸川学園取手高等学校 

プレースタイル ー 

好きな選手 大坂なおみ 

特徴 仕事がはやい、人見知り 

趣味 ライブ観戦、音楽を聴く 

目標 みんなの役に立つ 

 


