
種類 所属チーム 区分 氏名 登録有効日 備考

追加 ＮＥＣレッドロケッツ スタッフ 中西  了将 - コーチ

追加 ＮＥＣレッドロケッツ スタッフ 一関  侃 - トレーニングコーチ

追加 ＮＥＣレッドロケッツ スタッフ 藤原  稜 - アナリスト

追加 ＮＥＣレッドロケッツ 選手 山田　二千華 2018年1月26日

追加 久光製薬スプリングス スタッフ 川野  春菜 - アナリスト

追加 久光製薬スプリングス スタッフ 堀井  京子 - 通訳

追加 久光製薬スプリングス 選手 井上　愛里沙 2018年2月3日

追加 久光製薬スプリングス 選手 比金　みなみ 2018年2月3日

追加 久光製薬スプリングス 選手 中川　美柚 2018年2月10日

追加 東レアローズ スタッフ 海老原  千晶 - 通訳

追加 東レアローズ スタッフ 竹尾　龍慶 - コーチ兼アナリスト

追加 東レアローズ 選手 井上  奈々朱 2017年9月29日 日立から移籍

抹消 日立リヴァーレ スタッフ 半場  祐司 -

追加 日立リヴァーレ スタッフ 角田  博文 - 副部長への変更

追加 日立リヴァーレ スタッフ 石原  宏実 - 通訳

追加 日立リヴァーレ スタッフ 髙橋  和人 - コーチ

追加 日立リヴァーレ 選手 上坂　瑠子 2018年1月21日

追加 日立リヴァーレ 選手 窪田　美侑 2017年12月12日

追加 日立リヴァーレ 選手 入澤　まい 2017年12月12日

追加 日立リヴァーレ 選手 巻口　明日香 2017年12月12日

追加 日立リヴァーレ 選手 堀井  有蘭 2017年9月14日 仙台から移籍

追加 ＪＴマーヴェラス スタッフ 中条　映子 - 通訳

変更 ＪＴマーヴェラス スタッフ 申　東珠 - 総務への変更

追加 ＪＴマーヴェラス スタッフ 吉野　大輝 - マネージャー

抹消 ＪＴマーヴェラス スタッフ 高橋  愛 - 総務

追加 ＪＴマーヴェラス スタッフ 光山  優香里 - 通訳

追加 ＪＴマーヴェラス 選手 目黒　優佳 2017年12月8日

追加 ＪＴマーヴェラス 選手 林　琴奈 2018年2月9日

追加 ＪＴマーヴェラス 選手 ジャスティス,ヒックマン 2018年2月12日

追加 トヨタ車体クインシーズ スタッフ 白花  京子 - 通訳

変更 トヨタ車体クインシーズ スタッフ 内田  役子 - コーチ兼通訳

変更 トヨタ車体クインシーズ スタッフ 川北  亘 - ストレングストレーナー兼通訳

追加 トヨタ車体クインシーズ 選手 杉　郁香 2017年12月1日

追加 トヨタ車体クインシーズ 選手 藪田　美穂子 2017年12月1日

追加 トヨタ車体クインシーズ 選手 山形　理沙子 2017年12月1日

追加 トヨタ車体クインシーズ 選手 渡邊  彩 2017年9月14日 仙台から移籍

変更 トヨタ車体クインシーズ 選手 髙橋  沙織 - キャプテン

変更 デンソーエアリービーズ スタッフ 永田　幸雄 - トレーナー兼通訳

追加 デンソーエアリービーズ スタッフ デヘリ・ジャン  デヘリギュ - コーチ

追加 デンソーエアリービーズ スタッフ 阿南  ゆり子 - 通訳

変更 デンソーエアリービーズ スタッフ 井村  仁美 - コーチ兼通訳

追加 上尾メディックス スタッフ 有田  沙織 - コーチ兼広報

抹消 上尾メディックス スタッフ 木田  華美 -

追加 上尾メディックス 選手 若松　歩実 2018年1月21日

追加 上尾メディックス 選手 椎名　真子 2018年1月21日

追加 上尾メディックス 選手 岩澤　実育 2018年1月21日

追加 上尾メディックス 選手 吉野　優理 2018年1月21日

追加登録選手・スタッフ（女子）リスト一覧　　2018年2月7日更新



追加 上尾メディックス 選手 佐々木　海空 2018年1月26日

追加 岡山シーガルズ スタッフ 吉田  みなみ - プレーイングマネージャー

変更 岡山シーガルズ スタッフ 浅沼  徹 - コーチ兼アナリスト

追加 岡山シーガルズ 選手 西村　弥菜美 2018年1月27日

追加 岡山シーガルズ 選手 小野寺　夏希 2018年1月21日

追加 岡山シーガルズ 選手 長瀬　そら 2017年12月1日

追加 岡山シーガルズ 選手 前田　明里 2017年11月24日

追加 岡山シーガルズ 選手 堀ノ内　麗 2018年2月13日

追加 PFUブルーキャッツ 選手 小野　楓子 2018年2月3日

追加 PFUブルーキャッツ 選手 和田　実莉 2018年2月3日

追加 PFUブルーキャッツ 選手 津賀  菜緒 2017年9月15日 仙台から移籍

追加 フォレストリーヴズ熊本 スタッフ 中村  彩 - 選手兼トレーナー

変更 フォレストリーヴズ熊本 スタッフ 和多  桃子 - コーチ兼選手

追加 フォレストリーヴズ熊本 選手 吉田  智尋 2018年2月2日

追加 フォレストリーヴズ熊本 選手 山本  紫保 2018年2月2日

追加 フォレストリーヴズ熊本 選手 平山　菜美 2018年1月26日

追加 フォレストリーヴズ熊本 選手 原田　陽花 2018年1月26日

追加 フォレストリーヴズ熊本 選手 岸川  聖奈 2017年10月7日

追加 KUROBEアクアフェアリーズ スタッフ 辻　菜々子 - 通訳

追加 KUROBEアクアフェアリーズ スタッフ 西川  友之 - 通訳

追加 KUROBEアクアフェアリーズ スタッフ 大森  大 - トレーナー

追加 KUROBEアクアフェアリーズ スタッフ 竹中  雅詞 - トレーナー

追加 KUROBEアクアフェアリーズ 選手 馬場  ゆりか 2017年9月14日 仙台から移籍

追加 KUROBEアクアフェアリーズ 選手 舛田  紗淑 2017年9月14日 仙台から移籍

抹消 大野石油広島オイラーズ スタッフ 小田  重行 -

追加 大野石油広島オイラーズ 選手 西田　智美 2018年1月19日

追加 大野石油広島オイラーズ 選手 平川  実愛 2017年11月3日 自チームに復帰

追加 大野石油広島オイラーズ 選手 中田  唯香 2017年9月16日 仙台から移籍

追加 JAぎふリオレーナ 選手 岡田　倫奈 2018年1月21日

追加 JAぎふリオレーナ 選手 齊藤　望 2018年1月21日

追加 JAぎふリオレーナ 選手 目加田　莉央 2018年1月21日

追加 JAぎふリオレーナ 選手 浜田　栞 2018年1月21日

追加 JAぎふリオレーナ 選手 井上  実咲 2017年9月10日 仙台から移籍

追加 柏エンゼルクロス 選手 城野　真衣 2017年11月24日

追加 柏エンゼルクロス 選手 木村　汐里 2017年11月24日

追加 ブレス浜松 選手 藤原  ちひろ 2017年11月24日

追加 ブレス浜松 選手 播磨  若奈 2017年11月10日

追加 ブレス浜松 選手 高田  真央 2017年11月10日

追加 ブレス浜松 選手 山本  悠維 2017年11月10日

追加 ブレス浜松 選手 高橋  美桜 2017年10月16日 GSSから移籍

追加 群馬銀行グリーンウイングス 選手 安福　若奈 2017年11月24日

追加 群馬銀行グリーンウイングス 選手 古市　彩音 2017年11月24日

追加 群馬銀行グリーンウイングス 選手 戸澤  舞 2017年9月11日

追加 プレステージ・インターナショナルアランマーレ 選手 北村　果穂 2018年2月3日

追加 プレステージ・インターナショナルアランマーレ 選手 川満　理子 2017年12月4日

追加 プレステージ・インターナショナルアランマーレ 選手 本間　有貴 2017年12月4日

追加 プレステージ・インターナショナルアランマーレ 選手 木村　友里 2017年12月4日

追加 ＧＳＳ東京サンビームズ スタッフ 先崎　早織 - トレーナー

追加 ＧＳＳ東京サンビームズ 選手 天澤　優奈 2018年2月8日

追加 ＧＳＳ東京サンビームズ 選手 鬼塚  雛子 2017年11月5日

追加 大阪スーペリアーズ スタッフ 窪田　翔 - コーチ



追加 大阪スーペリアーズ スタッフ 邵  師 - コーチ

追加 大阪スーペリアーズ 選手 岡部　美波 2018年1月15日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 竹尾　莉菜 2017年12月4日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 入江　彩水 2017年12月1日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 松岡　樹里 2017年11月12日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 蔵所　ひかり 2017年11月12日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 田中　綾香 2017年11月12日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 岩本  梨音 2017年10月26日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 寺田  遥 2017年10月26日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 中西  萌恵 2017年9月8日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 原田  茉由 2017年9月8日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 須田  美南 2017年9月8日

追加 大阪スーペリアーズ 選手 平川  里菜 2017年9月14日

※網掛け部分は、2018/2/7  に更新した箇所です。


