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追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 黒田　良祐 - ドクター

追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 高島　孝之 - ドクター

追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 荒木　大輔 - ドクター

追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 山裏　耕平 - ドクター

追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 山本　哲也 - ドクター

追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 中西　雄太 - ドクター

追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 芝地　秀幸 - トレーナー

追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 緒方　勝 - トレーナー

追加 パナソニックパンサーズ スタッフ 工藤　舞 - 通訳

追加 パナソニックパンサーズ 選手 小宮　雄一郎 2018年9月14日

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 酒井　忠博 - ドクター

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 藤本　巧太郎 - アナリスト

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 熊井　司 - ドクター

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 松井　智裕 - ドクター

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 小田　智之 - ドクター

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 堀内　隆史 - ドクター

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 原田　洋平 - ドクター

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 岩堀　裕介 - ドクター

追加 豊田合成トレフェルサ スタッフ 梶田　幸宏 - ドクター

追加 豊田合成トレフェルサ 選手 永露　元稀 2018年11月4日

追加 豊田合成トレフェルサ 選手 高梨　健太 2018年11月4日

追加 豊田合成トレフェルサ 選手 勝岡　将斗 2018年11月4日

追加 豊田合成トレフェルサ 選手 小川　智大 2018年11月1日

変更 JTサンダーズ スタッフ 山本　幸礼 - 部長

抹消 JTサンダーズ スタッフ 横山　尚 - 部長

追加 JTサンダーズ スタッフ 高橋　和也 - アナリスト

追加 東レアローズ スタッフ 伊藤　健士 - マネージャー兼アナリスト

変更 東レアローズ スタッフ 阿部　裕太 - コーチ

追加 東レアローズ 選手 酒井　啓輔 2018年12月23日

追加 東レアローズ 選手 篠田　歩 2018年10月27日

追加 東レアローズ 選手 梅野　聡 2018年10月27日

追加 ジェイテクトSTINGS スタッフ 趙　亮 - 通訳

追加 ジェイテクトSTINGS 選手 伏見　大和 2019年7月18日 東レから移籍

追加 ジェイテクトSTINGS 選手 藤中　優斗 2018年11月9日

追加 ジェイテクトSTINGS 選手 小林　光輝 2018年11月9日

追加 サントリーサンバーズ スタッフ レオナルド　カルバリョ - コーチ

追加 サントリーサンバーズ 選手 鳥飼　亜斗夢 2018年10月25日

追加 サントリーサンバーズ 選手 佐藤　謙次 2018年10月25日

追加 堺ブレイザーズ スタッフ 松村　健一 - ドクター

追加 堺ブレイザーズ スタッフ 野口　将秀 - マネージャー兼メンタルアドバイザー

追加 堺ブレイザーズ スタッフ 藤野　翔太 - 広報

抹消 堺ブレイザーズ スタッフ 西野　祐司 - 広報

抹消 堺ブレイザーズ スタッフ 真保　綱一郎 - 監督
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抹消 堺ブレイザーズ スタッフ  アントニオ マルコス レルバッキ - アドバイザーコーチ

抹消 堺ブレイザーズ スタッフ 神園　めぐみ - 通訳

追加 堺ブレイザーズ 選手 関田　誠大 2018年10月12日

追加 堺ブレイザーズ 選手 樋口　裕希 2018年10月12日

追加 堺ブレイザーズ 選手 鵜野　幸也 2018年10月12日

追加 FC東京 スタッフ 前澤　有紀 - トレーナー

追加 FC東京 選手 迫田　郭志 2019年1月4日

追加 FC東京 選手 柳町　逸太 2019年1月4日

追加 FC東京 選手 谷口　渉 2019年1月4日

追加 大分三好ヴァイセアドラー スタッフ 中武　浩太郎 - トレーナー

抹消 大分三好ヴァイセアドラー スタッフ 永田　雅彦 - トレーナー兼通訳

追加 大分三好ヴァイセアドラー 選手 川口　喬 2018年10月6日

追加 大分三好ヴァイセアドラー 選手 木本　吉紀 2018年10月6日

追加 VC長野トライデンツ 選手 須貝　祐介 2018年11月9日

追加 VC長野トライデンツ 選手 笠利　真吾 2018年11月1日

追加 VC長野トライデンツ 選手 池田　幸太 2018年11月1日

変更 VC長野トライデンツ 選手 池田　幸太 - シャツネーム

追加 富士通カワサキレッドスピリッツ スタッフ 小山田　明里 - マネージャー

変更 富士通カワサキレッドスピリッツ スタッフ 中川　剛 - 普及担当

追加 富士通カワサキレッドスピリッツ スタッフ 中川　剛 - 選手兼コーチ

追加 富士通カワサキレッドスピリッツ スタッフ 岡村　義郎 - 選手兼コーチ

追加 富士通カワサキレッドスピリッツ スタッフ 芳賀　広大 - 選手兼コーチ

追加 富士通カワサキレッドスピリッツ スタッフ 岩井　浩二 - 選手兼コーチ

追加 富士通カワサキレッドスピリッツ スタッフ 丸谷　将大 - 選手兼マネージャー

追加 富士通カワサキレッドスピリッツ 選手 米澤　寛武 2018年10月19日

追加 警視庁フォートファイターズ スタッフ 松村　優利 - トレーナー

追加 警視庁フォートファイターズ スタッフ 青木　秀彦 - トレーナー

追加 警視庁フォートファイターズ スタッフ 三浦　秀喜 - 事務局長

追加 警視庁フォートファイターズ スタッフ 冨岡　正史 - 事務局

追加 警視庁フォートファイターズ スタッフ 中村　航太朗 - 選手兼コーチ

追加 警視庁フォートファイターズ スタッフ 阿部　純一 - 部長

追加 警視庁フォートファイターズ スタッフ 大館　匡輝 - 副部長

抹消 警視庁フォートファイターズ スタッフ 山崎　文雄 - 事務局長

抹消 警視庁フォートファイターズ スタッフ 前田　忠博 - 総務

抹消 警視庁フォートファイターズ スタッフ 渡邉　隆一郎 - トレーナー

抹消 警視庁フォートファイターズ スタッフ 佐藤　嘉人 - トレーナー

抹消 警視庁フォートファイターズ スタッフ 小林　利一 - 部長

抹消 警視庁フォートファイターズ スタッフ 尾谷　哲夫 - 副部長

追加 警視庁フォートファイターズ 選手 平原　隆也 2019年5月25日

追加 警視庁フォートファイターズ 選手 吉澤　玄祐 2019年5月25日

追加 警視庁フォートファイターズ 選手 中澤　和也 2019年5月25日

追加 警視庁フォートファイターズ 選手 金子　優海 2018年11月9日

追加 大同特殊鋼レッドスター スタッフ 嶋津　京将 - 事務局
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追加 大同特殊鋼レッドスター スタッフ 川口　一貴 - 選手兼コーチ

追加 大同特殊鋼レッドスター スタッフ 宮原　博明 - 選手兼コーチ

追加 大同特殊鋼レッドスター スタッフ 舩倉　拓登 - 選手兼コーチ

変更 大同特殊鋼レッドスター スタッフ 草場　貴成 - マネージャー

追加 大同特殊鋼レッドスター 選手 後藤　万澄 2018年11月17日

追加 大同特殊鋼レッドスター 選手 津田　大地 2018年11月17日

追加 大同特殊鋼レッドスター 選手 渡邊　和馬 2018年11月17日

追加 つくばユナイテッドSunGAIA スタッフ 浜崎　勇矢 - 選手兼コーチ

追加 つくばユナイテッドSunGAIA スタッフ 木村　峻之 -

追加 つくばユナイテッドSunGAIA スタッフ 〆木　真倫 - トレーナー

追加 つくばユナイテッドSunGAIA 選手 鈴木　匡教 2019年1月21日

追加 つくばユナイテッドSunGAIA 選手 高橋　呼暖 2018年10月28日

追加 つくばユナイテッドSunGAIA 選手 野島　透 2018年10月19日

追加 つくばユナイテッドSunGAIA 選手 内海　聡太 2018年10月19日

追加 つくばユナイテッドSunGAIA 選手 満生　大輝 2018年10月19日

追加 つくばユナイテッドSunGAIA 選手 佐藤　隼一 2018年10月19日

追加 つくばユナイテッドSunGAIA 選手 関谷　拓巳 2018年10月19日

変更 つくばユナイテッドSunGAIA 選手 浜崎　有矢 - キャプテン

抹消 埼玉アザレア スタッフ 上笹　淳二 - コーチ

追加 埼玉アザレア 選手 筒井　匠 2018年11月1日

追加 埼玉アザレア 選手 佐藤　匠 2018年10月25日

変更 きんでんトリニティーブリッツ スタッフ 今田　善仁 - 監督兼選手

変更 きんでんトリニティーブリッツ スタッフ 木村　朋浩 - 総務

追加 きんでんトリニティーブリッツ 選手 小林　空 2018年10月22日

追加 きんでんトリニティーブリッツ 選手 繁田　康平 2018年8月30日

追加 きんでんトリニティーブリッツ 選手 瀧上　亮輔 2018年8月30日

追加 きんでんトリニティーブリッツ 選手 山本　慎人 2018年8月30日

追加 東京ヴェルディ 選手 澤　瑞貴 2018年12月29日

追加 東京ヴェルディ 選手 北崎　文弥 2018年9月20日

追加 長野GaRons 選手 浅田　潮 2018年11月17日

追加 長野GaRons 選手 平田　優斗 2018年11月17日

追加 長野GaRons 選手 市川　一樹 2018年10月26日

追加 長野GaRons 選手 山田　広大 2018年10月26日

追加 長野GaRons 選手 鰐川　玲児 2018年10月26日

追加 ヴォレアス北海道 スタッフ 降旗　雄平 - 部長

追加 ヴォレアス北海道 スタッフ 三上　岳 - アナリスト

変更 ヴォレアス北海道 スタッフ 古田　琴美 - マネージャー

抹消 ヴォレアス北海道 スタッフ 池田　憲士郎 - 部長

抹消 ヴォレアス北海道 スタッフ 佐藤　重芳 - コーチ

追加 ヴォレアス北海道 スタッフ 中田　桂太郎 - コーチ

変更 ヴォレアス北海道 選手 田城　貴之 - シャツネーム

追加 ヴォレアス北海道 選手 田城　広光 2019年6月14日

追加 ヴォレアス北海道 選手 戸田　拓也 2018年12月14日
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追加 近畿クラブスフィーダ スタッフ 重谷　茉美 - マネージャー

変更 近畿クラブスフィーダ スタッフ 高橋　幸造 - 監督

抹消 近畿クラブスフィーダ スタッフ 森田　亜貴斗 - 監督

抹消 近畿クラブスフィーダ スタッフ 下出谷　直樹 - 総務

追加 近畿クラブスフィーダ 選手 久門　伸司 2018年10月22日

追加 ヴィアティン三重 スタッフ 長屋　裕介 - 選手兼コーチ

追加 ヴィアティン三重 選手 松永　崚汰 2019年1月4日

追加 ヴィアティン三重 選手 諏訪　晃大 2019年1月4日

追加 奈良ドリーマーズ スタッフ 岩田　晃祐 - 選手兼コーチ

追加 奈良ドリーマーズ 選手 片野坂　拓人 2018年12月2日

追加 奈良ドリーマーズ 選手 言上　真一 2018年11月9日

追加 奈良ドリーマーズ 選手 幸　聖也 2018年11月9日

追加 奈良ドリーマーズ 選手 高橋　和希 2018年11月9日

追加 奈良ドリーマーズ 選手 後藤　和志 2018年11月9日

追加 奈良ドリーマーズ 選手 川村　幸司 2018年11月9日

追加 兵庫デルフィーノ 選手 山本　裕也 2019年1月19日

追加 兵庫デルフィーノ 選手 村中　諒基 2019年1月19日

追加 兵庫デルフィーノ 選手 西岡　俊樹 2019年1月4日

追加 兵庫デルフィーノ 選手 山本　翔耶 2019年1月4日

追加 兵庫デルフィーノ 選手 田中　佑輔 2018年10月20日

追加 東京トヨペットグリーンスパークル 選手 石井　琢也 2019年3月9日

追加 東京トヨペットグリーンスパークル 選手 野田　雄介 2018年11月9日

追加 東京トヨペットグリーンスパークル 選手 西河　孝太 2018年11月9日

追加 東京トヨペットグリーンスパークル 選手 為我井　太也 2018年11月9日

追加 東京トヨペットグリーンスパークル 選手 峰尾　拓 2018年8月29日

※網掛け部分は、2019/7/10に更新した箇所です。


