
全日本クラブ選手権 1位

2018 年シーズン開始から、私たちは大きく舵を切りました。
『日本一を目指すチームから日本一応援されるチームへ』

まだまだ、チームは未完成です。
すべての試合において、観客の皆さん一人ひとりに熱量が伝わるよう1 プレー 1 プレーを大事に戦い抜くことを
お約束します。
我々ファルコンズが全力プレーで盛り上げていきますので、是非、会場に足を運んで頂き応援の程、よろしくお
願いいたします！！

創部年数　2004 年
部員数　47 名
主将名　石黒 哲雄
全日本選手権 
12 年連続 12 回目出場

FALCONS

Change before you have to

全部員のリストを
JLA 公 式 サ イ ト で
紹 介 し て い ま す

JLA公式サイト



0 DF 砂川 裕二郎 1 MF 大庭 成浩 2 G 小畑 和博 3 MF 家石 聖 4 DF 畠山 昂太 5 AT 石黒 哲雄
9 年目 日本体育大学卒 8 年目 日本体育大学卒 7 年目 慶應義塾大学卒 7 年目 明治大学卒 15 年目 帝京大学卒 6 年目 明治大学卒

（有）砂川工業 会社員 厚生労働省 （株）ベネッセ i- キャリア （株）三井住友銀行 （株）リクルートジョブズ

7 AT/MF 金谷 洸希 11 FO 北井 亨 12 FO 中村 弘一 13 MF 橋本 立輝 14 G 鈴木 貴大 15 FO 嶋田 育巳人
千葉大学卒 6 年目 立命館大学卒 中村学園大学卒 9 年目 日本体育大学卒 5 年目 東京大学卒 早稲田大学卒

大学院在学中 （株）メタルワン 世田谷区立玉川中学校 東京海上日動火災保険（株） 大学院在学中

16 DF 細川 優作 17 DF 加藤 悠太郎 19 DF 水田 裕樹 21 MF 後藤 功輝 22 MF 夏目 聖矢 23 AT 淺岡 大地
2 年目 慶應義塾大学卒 2 年目 東京大学卒 13 年目 日本体育大学卒 1 年目 早稲田大学卒 8 年目 日本体育大学卒 慶應義塾大学

（株）リクルートキャリア （株）三井住友銀行 岩倉高等学校 住友商事（株） 都立学校教員 在学中

31 FO 岸 映裕 40 G 中井 宏輔 44 AT/MF 松下 立 45 DF 金山 暖 51 DF 川田 凌 81 DF 浅野 雄太
東京理科大学卒 8 年目 慶應義塾大学卒 11 年目 明治大学卒 3 年目 東京大学卒 3 年目 学習院大学卒 6 年目 日本大学卒

東京大学大学院在学中 （株）バンダイ （株）JCB 会社員 野村證券（株） （株）紀文産業

90 AT 関根 幹祐 91 MF 本下 純 92 G 竹村 彰央 98 MF 佐藤 大 99 MF 梅原 寛樹 TR 土肥 みなみ
12 年目 慶應義塾大学卒 9 年目 慶應義塾大学卒 7 年目 立教大学卒 3 年目 早稲田大学卒 2 年目 日本体育大学卒 2 年目 法政大学卒

住友商事（株） （株）メタルワン （株）デジタルハーツ DELL（株） （株）KJ ナビツアーズ （株）ベクトル

TR 森山 風 MG 小早川 由紀 MG 水谷 晴香 MG 福田 沙織 MG 藤川 茜 ST 中島 達也
立教大学 5 年目 青山学院大学卒 3 年目 立教大学卒 1 年目 早稲田大学卒 1 年目 小樽商科大学卒 5 年目 慶應義塾大学卒
在学中 （株）竹中工務店 東京システムハウス（株） （株）みずほ銀行 マックス（株） 中島水産（株）

背番号・ポジション・名前・社会人歴・出身大学・勤務先
AT：アタック MF：ミッドフィルダー LMF：ロングミッドフィルダー　FO：フェイスオファー　DF：ディフェンス　G：ゴーリー　
GM：ゼネラルマネージャー HC：ヘッドコーチ AC：アシスタントコーチ TR：トレーナー MG：マネージャー ST：スタッフ
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背番号・ポジション・名前・社会人歴・出身大学・勤務先
AT：アタック　MF：ミッドフィルダー　LMF：ロングミッドフィルダー　FO：フェイスオファー　DF：ディフェンス　G：ゴーリー　
GM：ゼネラルマネージャー　HC：ヘッドコーチ　AC：アシスタントコーチ　TR：トレーナー　MG：マネージャー　ST：スタッフ

背番号 POS 名前 社会人暦 出身大学 勤務先

0 DF 砂川 裕二郎 9 年目 日本体育大学卒 （有）砂川工業
1 MF 大庭 成浩 8 年目 日本体育大学卒 会社員
2 G 小畑 和博 7 年目 慶應義塾大学卒 厚生労働省
3 MF 家石 聖 7 年目 明治大学卒 （株）ベネッセ i- キャリア
4 DF 畠山 昂太 15 年目 帝京大学卒 （株）三井住友銀行
5 AT 石黒 哲雄 6 年目 明治大学卒 （株）リクルートジョブズ
6 G 佐々木 宥耶 4 年目 日本体育大学卒 都立学校教員
7 AT/MF 金谷 洸希 千葉大学大学院 在学中
8 AT 竹内 良介 4 年目 東京大学卒 日本生命保険相互会社
9 AT 継 渉 12 年目 慶應義塾大学卒 慶應義塾大学病院

10 MF 岩井 翔太郎 6 年目 千葉大学卒 伊藤忠商事（株）
11 FO 北井 亨 6 年目 立命館大学卒 （株）メタルワン
12 FO 中村 弘一 中村学園卒
13 MF 橋本 立輝 9 年目 日本体育大学卒 世田谷区立玉川中学校
14 G 鈴木 貴大 5 年目 東京大学卒 東京海上日動火災保険（株）
15 FO 嶋田 育巳人 早稲田大学大学院 在学中
16 DF 細川 優作 2 年目 慶應義塾大学卒 （株）リクルートキャリア
17 DF 加藤 悠太郎 2 年目 東京大学卒 （株）三井住友銀行
18 DF 岡本 遼也 6 年目 慶應義塾大学卒 エムスリー（株）
19 DF 水田 裕樹 13 年目 日本体育大学卒 岩倉高等学校
21 MF 後藤 功輝 1 年目 早稲田大学卒 住友商事（株）
22 MF 夏目 聖矢 8 年目 日本体育大学卒 都立学校教員
23 AT 淺岡 大地 慶應義塾大学 在学中
24 AT 西 雄己 1 年目 明治学院大学卒 アサヒビール（株）
27 MF Ben Fujinaga Haverford College 在学中
31 FO 岸 映裕 東京大学大学院 在学中
40 G 中井 宏輔 8 年目 慶應義塾大学卒 （株）バンダイ
44 AT/MF 松下 立 11 年目 明治大学卒 （株）JCB
45 DF 金山 暖 3 年目 東京大学卒 会社員
51 DF 川田 凌 3 年目 学習院大学卒 野村證券（株）
69 DF 小野尾 拓也 1 年目 明治学院大学卒 レイス（株）
81 DF 浅野 雄太 6 年目 日本大学卒 （株）紀文産業
90 AT 関根 幹祐 12 年目 慶應義塾大学卒 住友商事（株）
91 MF 本下 純 9 年目 慶應義塾大学卒 （株）メタルワン
92 G 竹村 彰央 7 年目 立教大学卒 （株）デジタルハーツ
98 MF 佐藤 大 3 年目 早稲田大学卒 DELL（株）
99 MF 梅原 寛樹 2 年目 日本体育大学卒 （株）KJ ナビツアーズ

MG 佐藤 志織 6 年目 北海学園大学卒 会社員
MG 小早川 由紀 5 年目 青山学院大学卒 ㈱竹中工務店
MG 水谷 晴香 3 年目 立教大学卒 東京システムハウス（株）
MG 音喜多 雅 日本訓練士養成学校 在学中
MG 福田 沙織 1 年目 早稲田大学卒 （株）みずほ銀行
MG 藤川 茜 1 年目 小樽商科大学卒 マックス（株）
MG 安井 志織 1 年目 龍谷大学卒 東日本旅客鉄道（株）
TR 土肥 みなみ 2 年目 法政大学卒 （株）ベクトル
TR 森山 風 立教大学 在学中
T 中島 達也 5 年目 慶應義塾大学卒 中島水産（株）


