
2018/06/12 改定

No ポジション 苗字 名前 苗字フリガナ 名前フリガナ 所属チーム No ポジション 苗字 名前 苗字フリガナ 名前フリガナ 所属チーム

1 MF 佐々木 遥斗 ササキ ハルト 仁井田レッドスターズ 36 ＭＦ 金 陽太 コン ヨウタ 旭川サッカースポーツ少年団

2 FW/MF 鎌田 凰佑 カマダ コウスケ 仁井田レッドスターズ 37 ＦＷ 棚木 晴斗 タナキ ハルト 旭川サッカースポーツ少年団

3 MF/DF 鎌田 琉佑 カマダ リュウスケ 仁井田レッドスターズ 38 ＭＦ 村山 陽一 ムラヤマ ヨウイチ 旭川サッカースポーツ少年団

4 DF 田代 大翔 タシロ ヤマト 　山王ジュニア 39 FP 黒沢 天胡 クロサワ テンゴ 外旭川サッカースポーツ少年団

5 FP 高嶋 悠斗 タカシマ ユウト 秋田ロク・フットボールクラブ 40 FP 佐藤 脩哉 サトウ シュウヤ 外旭川サッカースポーツ少年団

6 FP 佐藤 怜旺 サトウ レオ 秋田ロク・フットボールクラブ 41 FP 佐藤 大成 サトウ タイセイ 外旭川サッカースポーツ少年団

7 DF 伊勢 叶侑 イセ カナウ 勝平サッカースポーツ少年団 42 FP 高橋 煌 タカハシ コウ 外旭川サッカースポーツ少年団

8 DF 髙橋 昊 タカハシ ソラ 勝平サッカースポーツ少年団 43 FP 畠山 寛斗 ハタケヤマ ヒロト 外旭川サッカースポーツ少年団

9 DF 中村 山人 ナカムラ ヤマト 勝平サッカースポーツ少年団 44 FP 堀井 優翔 ホリイ ユウト 外旭川サッカースポーツ少年団

10 GK 成田 晃也 ナリタ コウヤ 勝平サッカースポーツ少年団 45 MF 鈴木 漣斗 スズキ レント FC．ドリームファイターズ

11 MF 保坂 空澄 ホサカ クウト 勝平サッカースポーツ少年団 46 MF 渡邊 里玖 ワタナベ リク 秋田泉サッカースポーツ少年団

12 FW 籾山 怜央 モミヤマ レオ 勝平サッカースポーツ少年団 47 DF 魚住 連生 ウオズミ レン 秋田泉サッカースポーツ少年団

13 GK 遠田 海斗 エンダ カイト ＡＦＣユーニアンＪｒ． 48 MF 齊藤 榛人 サイトウ ハルヒト 秋田泉サッカースポーツ少年団

14 FW 斎藤 聖和 サイトウ セナ ＡＦＣユーニアンＪｒ． 49 FW 桐越 悠成 キリコシ ユウセイ 秋田泉サッカースポーツ少年団

15 MF 佐々木 快晟 ササキ カイセイ ＡＦＣユーニアンＪｒ． 50 FW 羽賀 諒亮 ハガ リョウスケ 八橋ＦＣスポーツ少年団

16 DF 永沼 颯規 ナガヌマ ソウキ ＡＦＣユーニアンＪｒ． 51 FW 宮田 希志人 ミヤタ キシト 飯島パインフォレストサッカースポーツ少年団

17 FW 安藤 愛知 アンドウ アイチ 旭南サッカースポーツ少年団 52 MF 東海林 蒼 ショウジ アオ 飯島パインフォレストサッカースポーツ少年団

18 MF 安藤 愛弥 アンドウ マナヤ 旭南サッカースポーツ少年団 53 DF 保坂 聖斗 ホサカ マサト 飯島パインフォレストサッカースポーツ少年団

19 GK 江上 漣太郎 エガミ レンタロウ 旭南サッカースポーツ少年団 54 MF 保坂 宗太郎 ホサカ ソウタロウ 飯島パインフォレストサッカースポーツ少年団

20 DF 川村 優成 カワムラ ユウセイ 旭南サッカースポーツ少年団 55 ＦＷ 石川 泰千 イシカワ タイチ 旭北サッカースポーツ少年団

21 MF 江帾 凛之介 エバタ リンノスケ 河辺サッカースポーツ少年団 56 ＦＷ 玉井 優太郎 タマイ ユウタロウ 旭北サッカースポーツ少年団

22 DF 安養寺 翔也 アンヨウジ ショウヤ 御所野サッカースポーツ少年団 57 ＭＦ 佐藤 煌毅 サトウ コウキ 旭北サッカースポーツ少年団

23 MF 菊地 祐太郎 キクチ ユウタロウ 御所野サッカースポーツ少年団 58 FW 見上 雄乃信 ミカミ ユウノシン スポルティフ秋田

24 MF 森谷 大樹 モリヤ タイキ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団 59 DF 泉 大輝 イズミ タイキ スポルティフ秋田

25 ＭＦ 唐津 丞弥 カラツ ジョウヤ 大住サッカースポーツ少年団 60 FW 塩 遥斗 シオ ハルト スポルティフ秋田

26 ＭＦ 佐藤 叶羽 サトウ トワ 大住サッカースポーツ少年団 61 FW 塩 優音 シオ ユウト スポルティフ秋田

27 ＦＷ 佐藤 惺南 サトウ セナ 大住サッカースポーツ少年団 62 MF 榎 悠也 エノキ ユウヤ スポルティフ秋田

28 ＦＷ 田口 陽人 タグチ ハルト 大住サッカースポーツ少年団 63 MF 伊藤 伸泰 イトウ ノブヤス スポルティフ秋田

29 ＦＷ 山田 政一郎 ヤマダ セイイチロウ 大住サッカースポーツ少年団 64 GK 岩川　 湊哉 イワカワ ソウヤ スポルティフ秋田

30 ＦＷ 前野 一磨 マエノ カズマ 大住サッカースポーツ少年団 65 MF 平川 陽斗 ヒラカワ ハルト スポルティフ秋田

31 ＤＦ 黒崎 海里 クロサキ カイリ 大住サッカースポーツ少年団 66 MF 朴 智晟 パク ジソン スポルティフ秋田

32 MF 大平 りん オオダイラ リン 日新サッカースポーツ少年団 67 MF 大貫 天太郎 オオヌキ テンタロウ スポルティフ秋田

33 DF 小野寺 康誠 オノデラ コウセイ 日新サッカースポーツ少年団 68 MF 塩寺 大翔 シオデラ ダイト グリーントラスト牛島SSS

34 FW 斉藤 陽天 サイトウ ヒダカ 日新サッカースポーツ少年団

35 FW 澤田 宗也 サワダ シュウヤ 日新サッカースポーツ少年団

※ ※
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