
種類 所属チーム 区分 氏名 登録有効日 備考

抹消 久光製薬スプリングス スタッフ 本田　恵子 - 通訳

抹消 久光製薬スプリングス スタッフ 高井　彩 - 通訳

追加 久光製薬スプリングス スタッフ 本田　恵子 - 通訳

追加 久光製薬スプリングス スタッフ 高井　彩 - 通訳

追加 久光製薬スプリングス スタッフ 木下　恒司 - トレーナー

追加 久光製薬スプリングス 選手 平山　詩嫣 2019年3月8日

追加 JTマーヴェラス スタッフ 山中　ラーワン - 通訳

追加 JTマーヴェラス 選手 籾井　あき 2019年3月10日

追加 JTマーヴェラス 選手 西川　有喜 2019年3月1日

追加 JTマーヴェラス 選手 神田　さくら 2019年3月1日

追加 JTマーヴェラス 選手 深萱　知代 2019年1月4日

追加 トヨタ車体クインシーズ 選手 鴫原　ひなた 2019年2月8日

追加 デンソーエアリービーズ スタッフ 鈴木　裕子 - コーチ兼選手

追加 デンソーエアリービーズ スタッフ 天野　泰憲 - ドクター

追加 デンソーエアリービーズ スタッフ 野々村　仁志 - ドクター

追加 デンソーエアリービーズ スタッフ 荻野　まゆみ - 通訳

追加 デンソーエアリービーズ 選手 野村　明日香 2018年10月6日

抹消 NECレッドロケッツ スタッフ マルチネス　レグラ - マネージャー

追加 NECレッドロケッツ スタッフ マルチネス　レグラ - マネージャー

追加 NECレッドロケッツ スタッフ 村上　佳寿子 - 通訳

追加 NECレッドロケッツ 選手 吉田　あゆみ 2019年2月1日

追加 NECレッドロケッツ 選手 曽我　啓菜 2019年2月1日

追加 NECレッドロケッツ 選手 古谷　ちなみ 2018年12月31日

追加 NECレッドロケッツ 選手 澤田　由佳 2018年12月31日

追加 東レアローズ スタッフ 中道　瞳 - シニアスタッフ

追加 東レアローズ 選手 石川　真佑 2019年2月11日

追加 東レアローズ 選手 野呂　加南子 2019年2月11日

追加 東レアローズ 選手 大崎　琴未 2019年2月11日

追加 東レアローズ 選手 水杉　玲奈 2019年1月25日

追加 埼玉上尾メディックス スタッフ 中島　里史 - 部長

抹消 埼玉上尾メディックス スタッフ 森　雄一 - 部長

抹消 埼玉上尾メディックス スタッフ 箕輪　憲吾 - コーチ

追加 埼玉上尾メディックス スタッフ 丹羽　篤志 - コーチ

追加 埼玉上尾メディックス 選手 権田　寛奈 2019年3月15日

追加 埼玉上尾メディックス 選手 仁井田　桃子 2019年3月15日

追加 日立リヴァーレ スタッフ 遠藤　博行 - 部長

追加 日立リヴァーレ スタッフ 藤本　洋子 - 通訳

抹消 日立リヴァーレ スタッフ 藤本　洋子 - 通訳

抹消 日立リヴァーレ スタッフ 月森　博基 - 部長

追加 日立リヴァーレ 選手 中村　安里 2018年12月24日

追加 岡山シーガルズ スタッフ 中野　敬太 - コーチ

追加 岡山シーガルズ スタッフ 福吉　樹 - コーチ

追加 岡山シーガルズ スタッフ 山口　舞 - 選手兼マネージャー

追加登録選手・スタッフ（女子）リスト一覧　　2019年5月29日更新



種類 所属チーム 区分 氏名 登録有効日 備考

追加登録選手・スタッフ（女子）リスト一覧　　2019年5月29日更新

追加 岡山シーガルズ スタッフ 吉田　みなみ - 選手兼マネージャー

追加 岡山シーガルズ スタッフ 丸山　亜季 - 選手兼マネージャー

追加 岡山シーガルズ スタッフ 浅沼　徹 - アナリスト

変更 岡山シーガルズ スタッフ 金森　純子 - 事務局

変更 岡山シーガルズ スタッフ 市原　誠二 - 部長

抹消 岡山シーガルズ スタッフ 河本 昭義 - 部長

追加 岡山シーガルズ 選手 園田　風音 2019年1月26日

追加 岡山シーガルズ 選手 合屋　咲希 2019年1月26日

追加 岡山シーガルズ 選手 高柳　有里 2019年1月5日

追加 岡山シーガルズ 選手 及川　真夢 2018年12月9日

追加 岡山シーガルズ 選手 永間　香奈子 2018年10月21日

追加 PFUブルーキャッツ スタッフ 合田　アッジャワニー - 通訳

追加 PFUブルーキャッツ スタッフ ジャーンリー　パウィン - 通訳

追加 PFUブルーキャッツ 選手 高相　みな実 2018年12月16日

追加 PFUブルーキャッツ 選手 山下　遥香 2018年12月16日

追加 KUROBEアクアフェアリーズ スタッフ 西川　友之 - アドバイザー

追加 KUROBEアクアフェアリーズ スタッフ 菅野　菜緒美 - 選手兼マネージャー

追加 KUROBEアクアフェアリーズ スタッフ 武田　義也 - コーチ

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 黒田　美穂子 - 通訳

追加 KUROBEアクアフェアリーズ 選手 梅津　憂理 2019年6月3日

追加 KUROBEアクアフェアリーズ 選手 細沼　綾 2019年6月3日

追加 KUROBEアクアフェアリーズ 選手 白岩　蘭奈 2018年11月23日

追加 KUROBEアクアフェアリーズ 選手 星加　輝 2018年10月25日

追加 ＪＡぎふリオレーナ スタッフ 中村　早紀子 - コーチ

追加 ＪＡぎふリオレーナ スタッフ 南谷　武司 - 副部長

追加 ＪＡぎふリオレーナ 選手 唐川　愛璃 2018年12月17日

追加 ＪＡぎふリオレーナ 選手 柳沼　優花 2018年12月17日

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 定形　理 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 平野　天 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 高木　康行 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 金子　健一郎 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 太田　有紀 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 豊田　定実 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 狩野　温子 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 竹内　碧 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 佐藤　仁美 -

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 浅野　愛美 -

追加 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 竹内　碧 - 選手兼マネージャー

追加 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 狩野　温子 - サポートトレーナー

抹消 トヨタ自動車ヴァルキューレ スタッフ 一森　祐希奈 - マネージャー

追加 トヨタ自動車ヴァルキューレ 選手 小川　古都 2018年9月28日

追加 トヨタ自動車ヴァルキューレ 選手 後藤　真利 2018年9月28日



種類 所属チーム 区分 氏名 登録有効日 備考

追加登録選手・スタッフ（女子）リスト一覧　　2019年5月29日更新

追加 大野石油広島オイラーズ スタッフ 光長　史帆 - マネージャー

追加 大野石油広島オイラーズ 選手 大西　真咲 2019年5月4日

変更 群馬銀行グリーンウイングス スタッフ 須崎　杏 - コーチ

変更 群馬銀行グリーンウイングス スタッフ 丸山　佳穂 - コーチ兼アナリスト

追加 群馬銀行グリーンウイングス 選手 伊藤　きわ美 2018年12月28日

追加 群馬銀行グリーンウイングス 選手 坂本　陽菜 2018年12月28日

追加 群馬銀行グリーンウイングス 選手 石川　梨奈 2018年12月28日

追加 群馬銀行グリーンウイングス 選手 上地　野乃香 2018年11月9日

抹消 柏エンゼルクロス スタッフ 吉川　三博 - コーチ

抹消 柏エンゼルクロス スタッフ 原田　美愛実 - マネージャー

追加 柏エンゼルクロス スタッフ 末代　真歩 - 選手兼マネージャー

追加 柏エンゼルクロス スタッフ 木村　汐里 - 選手兼マネージャー

追加 柏エンゼルクロス スタッフ 徳石　あかり - 選手兼マネージャー

追加 柏エンゼルクロス スタッフ 石川　綾菜 - 選手兼マネージャー

変更 柏エンゼルクロス スタッフ 片田　瑞己 - 副部長兼コーチ

追加 柏エンゼルクロス 選手 渋川　小夏 2018年12月28日

追加 柏エンゼルクロス 選手 岡村　真衣 2018年12月28日

追加 柏エンゼルクロス 選手 鶴田　佳菜 2018年12月28日

追加 柏エンゼルクロス 選手 古川　友 2018年12月28日

追加 柏エンゼルクロス 選手 松原　南 2018年12月28日

追加 GSS東京サンビームズ スタッフ 縄田　香世子 - コーチ

抹消 GSS東京サンビームズ スタッフ 山口　弥緒 - コーチ

変更 GSS東京サンビームズ スタッフ 笛木　彰 - コーチ

変更 GSS東京サンビームズ スタッフ 小山　修加 - 監督

追加 GSS東京サンビームズ 選手 吉里　遥 2019年5月25日 大野石油から移籍

追加 GSS東京サンビームズ 選手 前村　明里 2019年4月23日 ブレス浜松から移籍

追加 GSS東京サンビームズ 選手 小室　祐里 2019年3月15日

追加 GSS東京サンビームズ 選手 久保　亜宥美 2018年12月7日

追加 GSS東京サンビームズ 選手 中山　瑞稀 2018年12月7日

追加 GSS東京サンビームズ 選手 中條　美月 2018年12月7日

追加 GSS東京サンビームズ 選手 山本　紗貴 2018年12月7日

追加 ブレス浜松 スタッフ 濱田　義弘 - 監督

追加 ブレス浜松 スタッフ 高橋　美桜 - コーチ兼選手

追加 ブレス浜松 スタッフ 高田　真央 - コーチ兼選手

追加 ブレス浜松 スタッフ 元場　貴哉 - コーチ

抹消 ブレス浜松 スタッフ 藤原　道生 - 監督

抹消 ブレス浜松 スタッフ 相田　好美 - マネージャー

追加 ブレス浜松 選手 宮澤　千陽 2019年1月20日

追加 ブレス浜松 選手 勝呂　詩保 2019年1月20日

抹消 プレステージ・インターナショナルアランマーレ スタッフ 田中　修二 - トレーナー

抹消 プレステージ・インターナショナルアランマーレ スタッフ 新垣　裕太 - コーチ兼アナリスト

抹消 プレステージ・インターナショナルアランマーレ スタッフ 佐藤　円 - マネージャー

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 宮本　菜月 2019年5月31日 デンソーから移籍

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 投野　ひかる 2018年12月21日



種類 所属チーム 区分 氏名 登録有効日 備考

追加登録選手・スタッフ（女子）リスト一覧　　2019年5月29日更新

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 伊藤　摩耶 2018年12月21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 藤原　真理子 2018年12月21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 菅原　里奈 2018年12月21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 福田　有里 2018年10月12日

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 廣田　卓三 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 平上　帆澄 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 藤田　幸光 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 窪田　翔 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 坂根　朱里 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 西本　正人 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 太田　悠貴 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 上田　未来 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 中井　敏雄 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 辻　克己 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 木下　保 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 田畑　勝裕 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 野津　信宏 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 中原　一輝 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 津崎　充 -

抹消 大阪スーぺリアーズ スタッフ 矢口　紗友美 -

追加 大阪スーぺリアーズ スタッフ 木下　保 - 副部長

追加 大阪スーぺリアーズ スタッフ 田畑　勝裕 - マネージャー

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 田中　千晶 2019年1月5日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 藤澤　彩乃 2019年1月5日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 石丸　真悠 2018年11月30日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 武藤　琴音 2018年11月30日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 梅木　夢乃 2018年11月4日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 松森　風帆 2018年11月4日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 正元　志歩 2018年11月4日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 栗栖　明歩 2018年11月4日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 吉田　珠菜 2018年11月4日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 松村　美空 2018年11月4日

追加 大阪スーぺリアーズ 選手 吉村　文那 2018年11月4日

追加 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 柳川　辰真 - アナリスト

追加 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 田中　響 - コーチ

追加 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 前野　耕一郎 - ドクター

追加 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 脇中　滋代 - 広報

追加 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 木村　サーラ・チエコ - 通訳

追加 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 安保　澄 - ゼネラルマネージャー

変更 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 眞鍋　政義 - 球団オーナー

変更 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 宮崎　さとみ - 副部長

抹消 ヴィクトリーナ姫路 スタッフ 木村　サーラ・チエコ - 通訳

追加 ヴィクトリーナ姫路 選手 櫻井　美樹 2018年12月14日

追加 ヴィクトリーナ姫路 選手 貞包　里穂 2018年12月14日



種類 所属チーム 区分 氏名 登録有効日 備考

追加登録選手・スタッフ（女子）リスト一覧　　2019年5月29日更新

追加 ヴィクトリーナ姫路 選手 田中　咲希 2018年12月14日

追加 ヴィクトリーナ姫路 選手 長野　有紗 2018年12月14日

追加 ヴィクトリーナ姫路 選手 堀込　奈央 2018年12月14日

追加 ヴィクトリーナ姫路 選手 脇田　美怜 2018年12月14日

※網掛け部分は、2019/5/29に更新した箇所です。


