
全日本クラブ選手権 1位

Team Vision
「ラクロスから世界へ」

Team Mission
・世界のラクロス界で戦うために、新しいラクロス戦術を創造する
・日本のラクロスの発展のために、新しいラクロス価値を創造する
・日本のスポーツ界発展のために、新しいスポーツ文化を創造する
ラクロス界の第一線でもっと面白いことがしたい。創造し続けたい。新しい世界を見てみたい。
日本のラクロスはまだまだ未完成。もっともっと強くなる！体現するのは自分たち。
NeO のラクロスで、 世界を感じて、感じろ！

創部年数　2014 年
部員数　69 名
主将　大石 陽子
全日本選手権　 
4 年連続 4 回目出場
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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 AT 橋本 南美 3 DF 横田 美鈴 4 MF 影山 乃依 5 AT 森岡 友菜 6 AT 多賀 麻文 8 G 武内 美穂
7 年目 明治大学卒 6 年目 日本女子大学卒 1 年目 東海大学卒 2 年目 明治大学卒 4 年目 明治大学卒 4 年目 立教大学卒
武田薬品工業（株） ニチレイ（株） ディップ（株） 不二家（株） 日テレアックスオン（株） セールスフォース・ドットコム（株）

9 AT 大森 すみれ 10 AT 関口 紗生 11 AT 小川 絵里子 12 MF 高野 ひかり 14 MF 岡田 麻梨乃 15 DF 山本 茜
6 年目 日本体育大学卒 1 年目 東京農業大学卒 6 年目 慶應義塾大学卒 6 年目 横浜国立大学卒 1 年目 国士舘大学卒 5 年目 明治大学卒
ダイバーシティー（株） サッポロホールディングス（株） キリンビバレッジ（株） 神奈川県立高等学校 マイナビ（株）

16 MF 辻 リカ子 17 MF 青木 真衣 21 DF 柴原 百合名 24 MF 山田 千沙 25 AT 伊藤 莉央 27 MF 水野 果奈子
4 年生 東京大学 6 年目 明治大学卒 6 年目 日本女子大学卒 日本体育大学卒 1 年目 明治大学卒 6 年目 筑波大学卒

アサヒビール（株） イセトー（株） 大学院在学中 世田谷信用金庫 公立小学校

28 MF 廣瀬 藍 31 G 井上 裕理 33 DF 徳山 侑里 38 MF 青木 悠香 39 MF 塩川 ひかり 41 MF 岩井 早織
4 年目 上智大学卒 6 年目 日本女子大学卒 4 年目 関西大学卒 1 年目 南山大学卒 2 年目 日本女子大学卒 6 年目 明治大学卒

メタルワン（株） ジュピターショップチャンネル（株） NTT 西日本（株） 日本たばこ産業（株） 芝信用金庫

44 MF 山田 亜未 55 DF 久安 吏紗 59 DF 大石 陽子 60 MF 今井 麻佑子 77 AT 久米 奈々 82 DF 亀田 亜梨沙
4 年目 関西大学卒 1 年目 東京農業大学卒 6 年目 法政大学卒 1 年目 信州大学卒 4 年目 中央大学卒 4 年目 明治大学卒

パーソルプロセス & テクノロジー（株） Green&Arts（株） エブリー（株） 東海旅客鉄道（株） 足利銀行 ホリプロ（株）

89 MF 井上 綾花 AC 川口 ひかる TR 上原 明仁 TR 佐藤 友佳 MG 樋野 智子 MG 内藤 絢
1 年目 青山学院大学卒 2 年目 早稲田大学卒 30 年目 青山学院大学卒 13 年目 東海大学卒 6 年目 法政大学卒 4 年目 明治大学卒

ウィルオブ・スポーツ（株） リクルートキャリア（株） 呉竹学園 しんむら整形外科 第一生命保険（株） 私立中学高等学校

C

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・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 AT 橋本 南美 7 年目 明治大学卒 武田薬品工業（株）
1 G 渡邉 光里 6 年目 慶應義塾大学卒 NHK
3 DF 横田 美鈴 6 年目 日本女子大学卒 ニチレイ（株）
4 MF 影山 乃依 1 年目 東海大学卒 ディップ（株）
5 AT 森岡 友菜 2 年目 明治大学卒 不二家（株）
6 AT 多賀 麻文 4 年目 明治大学卒 日テレアックスオン（株）
7 AT 小西 那奈 6 年目 学習院大学卒 （株）三菱 UFJ 銀行
8 G 武内 美穂 4 年目 立教大学卒 セールスフォース・ドットコム（株）
9 AT 大森 すみれ 6 年目 日本体育大学卒 ダイバーシティー（株）

10 AT 関口 紗生 1 年目 東京農業大学卒 サッポロホールディングス（株）
11 AT 小川 絵里子 6 年目 慶應義塾大学卒 キリンビバレッジ（株）
12 MF 高野 ひかり 6 年目 横浜国立大学卒
14 MF 岡田 麻梨乃 1 年目 国士舘大学卒 神奈川県立高等学校
15 DF 山本 茜 5 年目 明治大学卒 マイナビ（株）
16 MF 辻 リカ子 4 年生 東京大学 在学中
17 MF 青木 真衣 6 年目 明治大学卒 アサヒビール（株）
19 AT 吉岡 奈美 1 年目 明治大学卒 CSL ベーリング（株）
21 DF 柴原 百合名 6 年目 日本女子大学卒 イセトー（株）
22 MF 和田 英里佳 1 年目 信州大学卒 東芝インフラシステムズ（株）
23 DF 大木 詩生 2 年（大学院） 北海道大学卒
24 MF 山田 千沙 1 年（大学院） 日本体育大学卒
25 AT 伊藤 莉央 1 年目 明治大学卒 世田谷信用金庫
26 AT 松野 ひかる 4 年生 亀田医療大学 在学中
27 MF 水野 果奈子 6 年目 筑波大学卒 公立小学校
28 MF 廣瀬 藍 4 年目 上智大学卒 メタルワン（株）
29 AT 田中 咲 4 年目 横浜国立大学卒 日本ユニシス（株）
30 G 趙 由理 4 年目 明治大学卒 味の素（株）
31 G 井上 裕理 6 年目 日本女子大学卒 ジュピターショップチャンネル（株）
33 DF 徳山 侑里 4 年目 関西大学卒 NTT 西日本（株）
35 MF 仁井 菜摘 1 年目 明治学院大学卒 神奈川県立小学校
36 MF 瀧口 恵菜 1 年目 中央大学卒 エームサービス（株）
38 MF 青木 悠香 1 年目 南山大学卒 日本たばこ産業（株）
39 MF 塩川 ひかり 2 年目 日本女子大学卒 芝信用金庫
40 G 齊藤 彩 2 年目 北海道大学卒 報道関係
41 MF 岩井 早織 6 年目 明治大学卒
42 MF 松村 美保 5 年目 明治大学卒
44 MF 山田 亜未 4 年目 関西大学卒 パーソルプロセス＆テクノロジー（株）
47 DF 内藤 祥子 5 年目 明治大学卒
54 MF 高橋 佳苗 4 年目 日本女子体育大学卒 三幸学園
55 DF 久安 吏紗 1 年目 東京農業大学卒 Green & Arts（株）
58 DF 山内 みき 1 年（大学院） 横浜国立大学卒
59 DF 大石 陽子 6 年目 法政大学卒 エブリー（株）
60 MF 今井 麻佑子 1 年目 信州大学卒 東海旅客鉄道（株）
69 G 丸山 香 6 年目 青山学院大学卒 （株）ケアネット
70 DF 平野 里奈 1 年目 東京学芸大学卒 公立小学校
71 MF 岩本 美咲 6 年目 日本女子大学卒 公立小学校
74 DF 早坂 美月 1 年目 中央大学卒
77 AT 久米 奈々 4 年目 中央大学卒 足利銀行
81 AT 榊 梨花 1 年目 中央大学卒 東京消防庁
82 DF 亀田 亜梨沙 4 年目 明治大学卒 ホリプロ（株）
83 MF 高山 佳奈 2 年目 日本体育大学卒 都立江戸川高校
85 AT 魚谷 理奈 2 年目 日本女子大学卒 清水建設（株）
89 MF 井上 綾花 1 年目 青山学院大学卒 ウィルオブ・スポーツ（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

背番号 POS 名前 社会人暦 出身大学 勤務先

90 MF 大越 なつき 6 年目 琉球大学卒
91 G 川村 小柚季 2 年目 日本女子大学卒 公立小学校
93 MF 金子 愛美 2 年目 成蹊大学卒 （株）スター・エレクトロニクス
96 G 白鳥 柊子 3 年目 横浜国立大学卒 公立小学校
97 DF 土生 りさ 1 年（大学院） 早稲田大学卒
99 DF 槙野 みずほ 6 年目 日本女子大学卒 小出剛司法律事務所

AC 川口 ひかる 2 年目 早稲田大学卒 リクルートキャリア（株）
TR 上原 明仁 30 年目 青山学院大学卒 呉竹学園
TR 佐藤 友佳 13 年目 東海大学卒 しんむら整形外科
TR 紀平 晃功 17 年目 愛知学院大学卒 呉竹学園
MG 樋野 智子 6 年目 法政大学卒 第一生命保険（株）
MG 内藤 絢 4 年目 明治大学卒 私立中学高等学校
ST 粂野 彩月 1 年目 南山大学卒 （株）ネオキャリア
ST 緑川 楓 1 年目 東京学芸大学卒 公立小学校
ST 北村 美紗希 6 年目 学習院女子大学卒 （株）三菱 UFJ 銀行
ST 向井 三稀 6 年目 関西学院大学卒 サントリー（株）


