
日本代表
リーチ マイケル
東芝ブレイブルーパス
1988.10.7生／29歳
NZ出身（日本国籍） 189㎝/105㎏
54 caps　70 pts（14t）
初キャップ：2008.11.16 vs アメ
リカ（瑞穂）
バーンサイドRFC（NZ/5歳）→セントビ
ーズ高→札幌山の手高→東海大／SR
チーフス（'15-'17）、サンウルブズ（'18）

石原慎太郎
サントリーサンゴリアス
1990.6.17生／27歳
東京都出身　181㎝/105㎏
9 caps　5 pts（1t）
初キャップ：2017.4.22 vs 韓国

（仁川）
世田谷RS（中3）→國學院久我
山高→明大／SRサンウルブズ

（'18）

須藤元樹
サントリーサンゴリアス
1994.1.28生／24歳
東京都出身　173㎝/110㎏
2 caps
初キャップ：2017.4.22 vs 韓国

（仁川）
練馬RS（中1）→國學院久我山
高→明大／SRサンウルブズ

（'18）

庭井祐輔
キヤノンイーグルス
1991.10.22生／26歳
兵庫県出身　174㎝/102㎏
4 caps
初キャップ：2017.6.10 vs ルー
マニア（熊本）
西神戸RS（小5）→報徳学園高
→立命大／SRサンウルブズ

（'18）

アニセ サムエラ
キヤノンイーグルス
1986.8.30生／31歳
フィジー出身（日本国籍）
198㎝/118㎏　8 caps
初キャップ：2016.11.5 vs アル
ゼンチン（秩父宮）
ディウサブクラブ（FIJ/10歳）→
ナイタシリ（スバ・ハイランダー
ズ）→日野自動車（'09-'15）

ヘル ウヴェ
ヤマハ発動機ジュビロ
1990.7.12生／27歳
トンガ出身（日本国籍）
193㎝/115㎏
8 caps　初キャップ：2016.11.5 
vs アルゼンチン（秩父宮）
セントトーマスカレッジ（NZ/6
歳）→拓大）／SRサンウルブズ

（'17）

西川征克
サントリーサンゴリアス
1987.5.18生／31歳
大阪府出身　181㎝/95㎏
文の里中（中1）→東海大仰星高
→関西学大／SRサンウルブズ

（'18）
初選出

布巻峻介
パナソニック ワイルドナイツ
1992.7.13生／25歳
福岡県出身　178㎝/96㎏
5 caps
初キャップ：2016.11.12 vs ジョ
ージア（トビリシ）
かしいヤングラガーズ（4歳）→
東福岡高→早大／SRサンウル
ブズ（'17-'18）

ウィリアム・トゥポウ
コカ･コーラレッドスパークス
1990.7.20生／27歳
NZ出身　187㎝/101㎏
2 caps　初キャップ：2017.6.17 
vs アイルランド（静岡）
NRLカウボーイズ（RLトンガ代
表）、SRフォース（'12-'13）、日野
自動車（'13-'15）／SRサンウル
ブズ（'17-'18）

坂手淳史
パナソニック ワイルドナイツ
1993.6.21生／24歳
京都府出身　180㎝/104㎏
10 caps　15 pts（3t）
初キャップ：2016.4.30 vs 韓国

（ニッパツ三ツ沢）
神川中（中1）→京都成章高→帝
京大／SRサンウルブズ（'17-'18）

アマナキ・レレィ・マフィ
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
1990.1.11生／28歳
トンガ出身　189㎝/112㎏
20 caps　35 pts（7t）
初キャップ：2014.11.15 vs ルー
マニア（ブカレスト）
トンガカレッジ（TGA/5歳）→花
園大／バース（ENG/'15-'16）／
SRレベルズ（'17-'18）

流　大
サントリーサンゴリアス
1992.9.4生／25歳
福岡県出身　166㎝/71㎏
10 caps　10 pts（2t）
初キャップ：2017.4.22 vs 韓国

（仁川）
りんどうYR（小2）→荒尾高→帝
京大／SRサンウルブズ（'17-'18）

真壁伸弥
サントリーサンゴリアス
1987.3.26生／31歳
宮城県出身　192㎝/126㎏
36 caps　20（4t）
初キャップ：2009.11.21 vs カナ
ダ（秩父宮）
仙台工高（高1）→中大／SRサン
ウルブズ（'16-'18）

レメキ ロマノ ラヴァ
Honda HEAT
1989.1.20生／29歳
NZ出身（日本国籍） 177㎝/92㎏
6 caps　30 pts（6t）
初キャップ：2016.11.5 vs アル
ゼンチン（秩父宮）
ポンソンビー・ポニーズ（NZ/5歳）→ワイテマタ

（NZ）→ランコーン高（AUS）→サニーバンク
→キヤノン→マツダ／SRサンウルブズ（'18）

松島幸太朗
サントリーサンゴリアス
1993.2.26生／25歳
南アフリカ出身　178㎝/87㎏
29 caps　60 pts（12t）
初キャップ：2014.5.3 vs フィリピン（カランバ）
グレアムカレッジ（SA/中1）→ワセダ
クラブ→桐蔭学園高→シャークスア
カデミー（SA）／SRワラターズ（'15）、
レベルズ（'16）、サンウルブズ（'17-'18）

堀江翔太
パナソニック ワイルドナイツ
1986.1.21生／32歳
大阪府出身　180㎝/104㎏
56 caps　50 pts（10t）
初キャップ：2009.11.15 vs カナ
ダ（ユアスタ仙台）
吹田RS（11歳）→島本高→帝京
大／NPCオタゴ→SRレベルズ

（'13-'14）、サンウルブズ（'16-'18）

内田啓介
パナソニック ワイルドナイツ
1992.2.22生／26歳
滋賀県出身　179㎝/86㎏
22 caps　25 pts（5t）
初キャップ：2012.4.28 vs カザ
フスタン（アルマティ）
瀬田スポーツ少年団大津RS（小
2）→陶化中→伏見工高→筑波
大／SRサンウルブズ（'17-'18）

ヴィンピー・ファンデルヴァルト
NTTドコモレッドハリケーンズ
1989.1.6生／29歳
南アフリカ出身　188㎝/106㎏
4 caps  5 pts（1t）  初キャップ：2017.11.4 
vs オーストラリア（横浜・日産スタジアム）
ラースクール・ユニタス（SA/7歳）→プーマス
→ウェスタンプロビンス→サングレゴリオ・カ
ターニア（ITA）→イースタンプロビンス／SR
キングズ（'13）、ブルズ（'14）、サンウルブズ（'18）

松田力也
パナソニック ワイルドナイツ
1994.5.3生／24歳
京都府出身　181㎝/92㎏
11 caps　26 pts（1t6c3p）
初キャップ：2016.6.11 vs カナダ

（バンクーバー）
南京都RS（小1）→陶化中→伏
見工高→帝京大／SRサンウル
ブズ（'17）

ラファエレ ティモシー
コカ･コーラレッドスパークス
1991.8.19生／26歳
サモア出身（日本国籍）
186㎝/98㎏
9 caps  7 pts（1t1c） 初キャップ：
2016.11.5 vs アルゼンチン（秩父宮）
イーストタマキ（6歳）→デラセラ
カレッジ（NZ）→山梨学大／SR
サンウルブズ（'17-'18）

具 智元
Honda HEAT
1994.7.20生／23歳
韓国・ソウル出身  183㎝/122㎏
3 caps
初キャップ：2017.11.18 vs トン
ガ（フランス・トゥールーズ）
ウェリントンカレッジ（NZ/中1）
→大分RS→日本文理大附高→
拓大／SRサンウルブズ（'16-'18）

田村 優
キヤノンイーグルス
1989.1.9生／29歳
愛知県出身　181㎝/91㎏
49 caps　151 pts（5t26c25p）
初キャップ：2012.4.28 vs カザ
フスタン（アルマティ）
國學院栃木高（15歳）→明大
→NEC／SRサンウルブズ（'16-
'18）

德永祥尭
東芝ブレイブルーパス
1992.4.10生／26歳
兵庫県出身　185㎝/100㎏
9 caps　
初キャップ：2017.4.22 vs 韓国

（仁川）
宝塚RS（小1）→関西学院高等
部→関西学大／SRサンウルブズ

（'17-'18）

中村亮土
サントリーサンゴリアス
1991.6.3生／27歳
鹿児島県出身　178㎝/92㎏
12 caps　58 pts（5t15c1p）
初キャップ：2013.5.10 vs UAE

（ドバイ）
鹿児島実高（15歳）→帝京大／
SRサンウルブズ（'18）

浅原拓真
東芝ブレイブルーパス
1987.9.7生／30歳
山梨県出身　179㎝/113㎏
10 caps　10 pts（2t）
初キャップ：2013.4.20 vs フィ
リピン（福岡・レベスタ）
甲府市RS（6歳より小のみ）→甲
府工高→法大／SRサンウルブズ

（'16-'18）

田中史朗
パナソニック ワイルドナイツ
1985.1.3生／33歳
京都府出身　166㎝/72㎏
65 caps　40 pts（8t）
初キャップ：2008.5.3 vs アラビ
アンガルフ（花園）
洛南中（13歳）→伏見工高→京産
大／NPCオタゴ→SRハイランダー
ズ（'13-'16）、サンウルブズ（'17-'18）

立川理道
クボタスピアーズ
1989.12.2生／28歳
奈良県出身　180㎝/95㎏
54 caps　64 pts（8t9c2p）
初キャップ：2012.4.28 vs カザ
フスタン（アルマティ）
やまのべラグビー教室（4歳）→天理中
→天理高→天理大／SRブランビーズ

（'14）、SRサンウルブズ（'16-'18）

姫野和樹
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
1994.7.27生／23歳
愛知県出身
187㎝/108㎏
4 caps　5 pts（1t）　
初キャップ：2017.11.4 vs オース
トラリア（横浜・日産スタジアム）
御田中（中1）→春日丘高→帝京
大／SRサンウルブズ（'18）

福岡堅樹
パナソニック ワイルドナイツ
1992.9.7生／25歳
福岡県出身　175㎝/83㎏
26 caps　85 pts（17t）
初キャップ：2013.4.20 vs フィ
リピン（福岡・レベスタ）
玄海JrRS（5歳）→福岡高→筑
波大／SRサンウルブズ（'17-'18）

山田章仁
パナソニック ワイルドナイツ
1985.7.26生／32歳
福岡県出身　182㎝/88㎏
23 caps　95 pts（19t）
初キャップ：2013.4.20 vs フィ
リピン（福岡・レベスタ）
鞘ヶ谷RS（5歳）→小倉高→慶大
→ホンダ（'08-'09）／SRフォース

（'15）、サンウルブズ（'16、'18）

野口竜司
パナソニック ワイルドナイツ
1995.7.15生／22歳
大阪府出身　177㎝/86㎏
12 caps　20 pts（4t）
初キャップ：2016.4.30 vs 韓国

（ニッパツ三ツ沢）
枚岡中（中1）→東海大仰星高→
東海大／SRサンウルブズ（'18）

稲垣啓太
パナソニック ワイルドナイツ
1990.6.2生／28歳
新潟県出身　186㎝/116㎏
20 caps　
初キャップ：2014.11.15 vs ルー
マニア（ブカレスト）
新潟RS（中3）→新潟工高→関
東学大／SRレベルズ（'15）、サン
ウルブズ（'16-'18）
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ジェイミー・ジョセフ

HEAD COACH
Jamie Joseph

1969.11.21生／49歳
NZ・ブレナム出身
現役時代＝FL/NO8（NZ代表 
20 caps、日本代表 9 caps）
'16年9月より現職
SRサンウルブズ ヘッドコーチ

男子15人制日本代表 強化委員長 薫田　真広 日本協会
アタックコーチ トニー・ブラウン 日本協会
ディフェンスコーチ ジョン・プラムツリー 日本協会
スクラムコーチ 長谷川　慎 日本協会
スキルコーチ 田邉　　淳 ジャパンエスアール
S&Cコーチ サイモン・ジョーンズ 日本協会
アシスタントS&Cコーチ 太田　千尋 慶大

ドクター 守屋　拓朗 千葉労災病院
ヘッドトレーナー 井澤　秀典 ドーム
トレーナー 青野淳之介 セコムラガッツ
分析 浜野　俊平 日本協会
分析 戸田　　尊 日本協会
通訳 佐藤　秀典 EHB International
総務 大村　武則 日本協会
ロジスティックマネージャー 波多野 恵介 JTB
アシスタント 山室ランドル 日本協会
広報 武藤　真菜 日本協会

藤田慶和
パナソニック ワイルドナイツ
1993.9.8生／24歳
京都府出身　184㎝/90㎏
31 caps　130 pts（26t）
初キャップ：2012.5.5 vs UAE

（福岡・レベスタ）
アウル洛南JrRFC（7歳）→洛南
中→東福岡高→早大

WTB/FB Yoshikazu Fujita
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