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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HC 斉藤 ジョゼ ベット 松本 ｾﾞｯｶ|今井|小林 堀井 石崎 関塚 高畠 関塚 高畠 相馬 風間八宏 HC

1 境 浦上 吉原 川島 相澤 杉山 1

2 大場 高田 伊藤宏樹 實藤 2

3 小泉 佐原 佐原 田中裕介 3

4 小松崎 奥野 浅野 マルコ ｱﾚｯｸｽS アウグスト 井川 4

5 川元 ペッサリ ジェニウソン ﾍﾟﾄﾞﾘｰﾆｮ 箕輪 薗田 ジェシ 5

6 戸倉 伊藤優津樹 寺田 山根 マルコン 河村 田坂 山本 6

7 菅野 鬼木 黒津 中澤 7

8 源平 伊藤優津樹 鈴木隆行 ﾀﾞﾆｴﾙCS ｴｼﾞﾐｳｿﾝ 久野 米山 フランシスマール 山岸 小宮山 8

9 マルシオ ヴァルディネイ ツゥット 森山 ｴﾒﾙｿﾝ 盛田 ベンチーニョ バルデス ホベルチ 我那覇 チョン・テセ 矢島 森島 9

10 ベッチーニョ ティンガ ﾏｼﾞｰﾆｮ ﾘｶﾙｼﾞｰﾆｮ ｱｲﾙﾄﾝ マルキーニョ ジュニーニョ レナト 10

11 ムタイル 向島 伊藤優津樹 マルクス マギヌン フッキ ヴィトール・ジュニオール 小林悠 11

12 桂 サポーターナンバー 12

13 シャイデ 平山 浦田 加賀見 寺田 山瀬 大久保嘉人 13

14 中西 大石 茂原 中村憲剛 14

15 土居 塩川 小林 宏 原田 矢島 實藤 谷口彰悟 15

16 大塚 阿部 黄川田 伊藤優津樹 飯尾 チョン・テセ 久木野 楠神 大島 16

17 向島 笹原 我那覇 吉原 チョン・ヨンデ 茂原 松下 落合 菊地 小松 棗 武岡 17

18 小坂 川元 ｱﾙﾊﾞﾚﾝｶﾞ 今野 飛弾 横山 杉浦 パトリック Aピニェイロ 金久保 18

19 伊藤彰 林晃平 町田 フッキ 森勇介 柴崎 森谷 19

20 長橋 養父 稲本 20

21 浦上 境 菊地 笹原 小林康剛 石塚 下川 相澤 吉原 相澤 棗 西部 21

22 江田 中谷 ルイス 木村誠 植草 木村祐志 福森 22

23 久野 玉置 相馬 久木野 登里 23

24 浦田 上村 塩川 黒津 大橋 杉浦 小林悠 田中雄大 風間宏矢 安藤 24

25 森一哉 鬼木 大石 伊藤宏樹 神崎 森勇介 鈴木達也 吉田 ﾚﾈ･ｻﾝﾄｽ 山越 25

26 高田 伊東 玉置 飯尾 中村憲剛 飛弾 村上 高須 松本 谷尾 可児 26

27 中村彰 伊東 我那覇 黒津 我那覇 大石 都倉 安藤 アン・ビョンジュン 27

28 藤田 大石 岩本 今野 相澤 杉山 田中淳一 ﾛﾌﾞｿﾝ 28

29 三島 荒谷 森川 小島 藤木 谷口博之 久木野 高木 29

30 佐原 服部 ｶﾄﾞｩｰ 渡辺 木村祐志 楠神
(特指)

實藤
(特指) 大島 新井 30

31 竹内 モレェノ 西澤 飯島 鈴木洋平 西山 杉浦 谷尾 風間宏希 31

32 村松 林善徹 池田 神崎 岡山 矢島
(特指) 大久保将人 吉田 シュミット

(特指) 薗田 32

33 平山 ツゥット 相澤 林晃平 マーロン 飛弾 矢島
(特指) 大久保将人 養父 薗田 内山

(2種) 森下 谷口彰悟
(特指) 33

34 ｱﾚｯｸｽK 原田 吉原 小林康剛 植草 杉浦 レナチーニョ 風間宏矢 可児
(特指) パウリーニョ 34

35 長谷部 ｲｼﾞﾄﾞｰﾛ 原田 田坂
(特指)

内山
(2種) 山越 35

36 野口 ﾀﾞﾆｴﾙRS アラゴネイ シュミット
(特指) 36

37 ﾘｶﾙｼﾞｰﾆｮ 37

38 ﾙｲｽ 38

39 39

40 40


