
チーム名 千里ファイティングビー カテゴリ

コーチ

役職

代表者 三井啓史

コーチ 野田萬喜夫

コーチ 長谷川　剛

コーチ 清川信模

事務局 渕上嘉彦

NO
ナンバー順

ポジション
複数可

氏名 よみがな 学年 身長 体重 学校名

8 WR/DB 大谷 謙心 おおたに けんしん 年長 114 18

9 WR/DB 荒井 大五郎 あらい だいごろう 年長 116 19

12 WR/DB 吉川 龍之佑 よしかわ りゅうのすけ 小２ 120 25

14 WR/DB 紀田 希充 きた のぞみ 小１ 110 20

21 RB/LB 岡林 司 おかばやし つかさ 小４ 131 30

26 QB/LB 北西 永樹 きたにし はるき 小４ 140 35

31 RB/LB 瀧澤 奏介 たきざわ そうすけ 小４ 128 25

45 WR/DB 矢野 邑典 やの おうすけ 年長 110 19

58 OL/DL 大月 湊真 おおつき そうま 小２ 130 31

60 OL/DL 三原 慧人 みはら けいと 小３ 140 32

69 OL/DL 小坂 剛生 こさか たける 小２ 130 30

71 OL/DL 深田 大河 ふかだ たいが 小２ 130 33

92 WR/DB 奥村 彪斗 おくむら あやと 小２ 130 30

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

小学生JR PEEWEE

練習場所・日・時間
　　千里中央千里東町公園グランド
　　毎週日曜日AM9：00-12：00
　　http://www.fighting-bee.com/
お問い合わせ　info@fighting-bee.com

氏　名



チーム名 カテゴリ

コーチ

役職

代表者 三井　啓史

コーチ 岡口　純一朗

コーチ 市川　真也

コーチ 曽根　義貴

コーチ 橫井　舜

事務局 渕上嘉彦

NO
ナンバー順

ポジション
複数可

氏名 よみがな 学年 身長 体重 学校名

8 QB/CB 安岡　悠斗 やすおか　ゆうと 小５ 143 39

9 RB/LB 増田　絢 ますだ　けん 小６ 147 35

21 RB/LB 新川 旺信 しんかわ　あきのぶ 小６ 140 33

21 WR/DB 岡林　司 おかばやし　つかさ 小４ 131 30

25 RB/DB 中村　康靖 なかむら　こうせい 小５ 143 30

26 WR/DB 北西　永樹 きたにし　はるき 小４ 137 35

30 WR/LB 白庄司 千貴 しらしょうじ　ちたか 小６ 147 43

31 WR/DB 瀧澤　奏介 たきざわ　そうすけ 小４ 128 25

51 OL/DL 三原　光利 みはら　ひかり 小５ 147 43

52 OL/DL 山中 琉聖 やまなか　りゅうせい 小６ 157 48

55 OL/DL 中西 凰介 なかにし　おうすけ 小６ 158 41

58 OL/DL 福田 風騎 ふくだ　ふうき 小６ 157 43

62 OL/DL 吉川 康之佑 よしかわ　こうのすけ 小６ 150 47

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

小学生PEEWEE 　

練習場所・日・時間
　　千里中央千里東町公園グランド
　　毎週日曜日AM9：00-12：00
　　http://www.fighting-bee.com/
お問い合わせ　info@fighting-bee.com

氏　名

千里ファイティングビー



チーム名 千里ファイティングBEE カテゴリ

コーチ

役職

代表者 三井 啓史

部長 中川 豊司

コーチ 福井 一磨

コーチ 森永 季哉

コーチ 成瀬 研治

コーチ 白庄司 真一

事務局 渕上 嘉彦

NO
ナンバー順

ポジション
複数可

氏名 よみがな 学年 身長 体重

5 RB/DB 阪田 誠人 さかた まこと 中1 142 38

6 TE/DB 成瀬 瑠偉 なるせ るい 中3 166 56 主将

7 TE/LB 野田 真次郎 のだ しんじろう 中3 167 67 副将

11 QB/DB 有田 博政 ありた ひろまさ 中1 158 38

14 WR/DB 小森 翔太 こもり しょうた 中3 177 63

17 WR/DB 奥村 颯健 おくむら そうけん 中3 168 69

19 RB/LB 吉川 駿之佑 よしかわ しゅんのすけ 中1 162 57

24 RB/LB 伏田 陸人 ふした りくと 中2 165 53

30 WR/DB 宮原 優空 みやはら そら 中3 168 58

34 WR/LB 中村 心太朗 なかむら しんたろう 中1 164 55

36 RB/DB 中村 壮瑛 なかむら そうえい 中1 156 42

37 RB/LB 阪田 太志 さかた ふとし 中1 152 42

39 RB/DB 大松 陸斗 おおまつ りくと 中2 166 51

48/51 TE/OL 石井 太一 いしい たいち 中3 175 59

49/67 TE/OL 池内 海 いけうち かい 中3 173 56

55 OL/DL 石井 陸 いしい りく 中1 157 57

62 OL/DL 濱場 匡介 はまば こうすけ 中1 159 70

63 OL/DL 松田 七音 まつだ なお 中3 168 71 副将

64 OL/DL 山田 陽斗 やまだ はると 中3 173 82

71 OL/DL 伊藤 琉晟 いとう りゅうせい 中1 154 88

72 OL/DL 三賀森 匠 みかもり たくみ 中2 175 97

75 OL/DL 木原 陸翔 きはら りくと 中1 165 85

78 OL/DL 西出 凌大 にしで りょうた 中2 174 80

93 TE/LB 小笠原 一咲 おがさわら いっさく 中1 166 45

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

　　中学生　FOOTBALL　

練習場所・日・時間
　　千里中央千里東町公園グランド
　　毎週日曜日AM9：00-12：00
　　http://www.fighting-bee.com/
お問い合わせ　info@fighting-bee.com

氏　名



チーム名 千里ファイティング・ビー カテゴリ

コーチ

役職

代表者 三井啓史

事務局 上田 恵美子

コーチ 後藤 優芽

宮坂 理奈

上田 彩華

NO
ナンバー順

ポジション
複数可

氏名 よみがな 学年 身長 体重 学校名

山田千尋 やまだ ちひろ 6年

岡田澪里 おかだ みおり 6年

川東桃花 かわひがし ももか 6年

瀧澤桃華 たきざわ もか 6年

濱場百恵 はまば ももえ 6年

大谷優奈 おおたに ゆいな 5年

松田萌依 まつだ めい 4年

小森美翠 こもり みみ 4年

川東凛花 かわひがし りんか 3年

北西世和 きたにし せな 1年

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

　CHEER

練習場所・日・時間
　　千里中央千里東町公園グランド
　　毎週日曜日AM9：00-12：00
　　http://www.fighting-bee.com/
お問い合わせ　info@fighting-bee.com

氏　名
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