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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/FW 遠藤 和 エンドウ カズ 仁井田レッドスターズ 36 MF 松橋 蒼汰 マツハシ ソウタ 日新サッカースポーツ少年団

2 MF/DF 金 龍之介 コン リュウノスケ 仁井田レッドスターズ 37 ＤＦ 小野 陽向 オノ ヒナタ 旭川サッカースポーツ少年団

3 MF/FW 佐々木 輝大 ササキ コウダイ 仁井田レッドスターズ 38 ＭＦ 佐藤 璃空 サトウ リク 旭川サッカースポーツ少年団

4 MF/DF 中川 遥斗 ナカガワ ハルト 仁井田レッドスターズ 39 MF 永田 晄介 ナガタ コウスケ ＦＣロッサオーラ築山

5 GK 新沼 隼弥 ニイヌマ トシヤ 仁井田レッドスターズ 40 FP 佐々木 煌羽 ササキ コウ 明徳サッカースポーツ少年団

6 MF 舟木 経 フナキ キョウ 仁井田レッドスターズ 41 MF 住吉 慶太 スミヨシ ケイタ
飯島パインフォレストサッカース

ポーツ少年団

7 FW 青木 蓮 アオキ レン 　山王ジュニア 42 DF 湊 琉夢 ミナト リュウム
飯島パインフォレストサッカース

ポーツ少年団

8 MF 中村 奏太 ナカムラ ソウタ 　山王ジュニア 43 ＧＫ 石川 創万 イシカワ ソウマ 旭北サッカースポーツ少年団

9 GK 鎌田 那津 カマダ ナツ 　山王ジュニア 44 ＤＦ 吉崎 航平 ヨシザキ コウヘイ 旭北サッカースポーツ少年団

10 MF 鎌田 陽向 カマダ ヒナタ 　山王ジュニア 45 ＭＦ 高橋 瑛汰 タカハシ エイタ 旭北サッカースポーツ少年団

11 FW 坂本 大樹 サカモト ダイキ 勝平サッカースポーツ少年団 46 MF 鈴木 祐久 スズキ タスク スポルティフ秋田

12 MF 西崎 優音 ニシザキ ユウト 勝平サッカースポーツ少年団 47 MF 小林 心良 コバヤシ ココロ スポルティフ秋田

13 MF 八代 雫輝 ヤシロ シズキ 勝平サッカースポーツ少年団 48 DF 三浦 壮馬 ミウラ ソウマ スポルティフ秋田

14 ＦＷ 金 明日翔 コン アスカ AFCユーニアン 49 FW 小松田 凱人 コマツダ トキト スポルティフ秋田

15 MF 鈴木 瑛太 スズキ エイタ AFCユーニアン 50 FW 佐々木 寛人 ササキ ヒロト スポルティフ秋田

16 DF 小玉 悠太 コダマ ユウタ AFCユーニアン 51 MF 武石 大空 タケイシ ツバサ スポルティフ秋田

17 FW 村田 珀 ムラタ ハク AFCユーニアン 52 MF 夏井 達也 ナツイ タツヤ グリーントラスト牛島SSS

18 MF 大野 真翔 オオノ マナト Ｔ２ＧＲＮＥＲＡＬ

19 FW 戸島 健汰 トシマ ケンタ Ｔ２ＧＲＮＥＲＡＬ

20 MF 佐々木 琉斗 ササキ リュウト Ｔ２ＧＲＮＥＲＡＬ

21 ＦＰ 宇佐美 輝翔 ウサミ キット 　下新城サッカースポーツ少年団

22 ＦＰ 澤石 煌斗 サワイシ キラト 　下新城サッカースポーツ少年団

23 ＦＷ 高橋 瑛太 タカハシ エイタ 河辺サッカースポーツ少年団

24 ＧＫ 種村 琥太郎 タネムラ コタロウ 河辺サッカースポーツ少年団

25 MF 岡田 爽杏 オカダ アサヒ 御所野サッカースポーツ少年団

26 DF 髙橋 瑶 タカハシ ヨウ 御所野サッカースポーツ少年団

27 FW 笹渕 陸翔 ササブチ リクト 御所野サッカースポーツ少年団

28 MF 高橋 礼奈人 タカハシ レナト 御所野サッカースポーツ少年団

29 FW 鈴木 陽来 スズキ ヒナタ 御所野サッカースポーツ少年団

30 DF 佐々木 悠悟 ササキ ユウゴ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

31 DF 倉田 莉睦 クラタ リム 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

32 ＭＦ 尾留川 蒼陽 ビルカワ ソウタ 大住サッカースポーツ少年団

33 ＦＷ 山岡 芽生 ヤマオカ イブキ 大住サッカースポーツ少年団

34 GK 小野寺 悠斗 オノデラ ユウト 日新サッカースポーツ少年団

35 MF 柴田 悠良 シバタ ユラ 日新サッカースポーツ少年団
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