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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

１ GK 遠田 海斗 エンダ カイト ＡＦＣユーニアンＪｒ．

２ FW 斎藤 聖和 サイトウ セナ ＡＦＣユーニアンＪｒ．

３ MF 佐々木 快晟 ササキ カイセイ ＡＦＣユーニアンＪｒ．

４ 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

５ ＭＦ 金 陽太 コン ヨウタ 旭川サッカースポーツ少年団

６ 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

７ MF 佐々木 遥斗 ササキ ハルト 仁井田レッドスターズ

８ 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

９ 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

１０ 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

１１ ＭＦ 佐藤 煌毅 サトウ コウキ 旭北サッカースポーツ少年団

１２ 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

１３ 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

１４ 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

１５ 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

１６ 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

１7 ＭＦ 佐藤 叶羽 サトウ トワ 大住サッカースポーツ少年団

１８ ＦＷ 佐藤 惺南 サトウ セナ 大住サッカースポーツ少年団

１９ ＦＷ 田口 陽人 タグチ ハルト 大住サッカースポーツ少年団

２０ MF 塩寺 大翔 シオデラ ダイト グリーントラスト牛島SSS

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 GK 成田 晃也 ナリタ コウヤ 勝平サッカースポーツ少年団

２ 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

３ DF 髙橋 昊 タカハシ ソラ 勝平サッカースポーツ少年団

４ MF 保坂 空澄 ホサカ クウト 勝平サッカースポーツ少年団

５ FW 籾山 怜央 モミヤマ レオ 勝平サッカースポーツ少年団

６ DF 田代 大翔 タシロ ヤマト 山王ジュニア

７ FW 羽賀 諒亮 ハガ リョウスケ 八橋ＦＣスポーツ少年団

８ 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

９ 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

１０ 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

１１ 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

１２ 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

１３ 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

１４ 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

１５ Gk 加藤 伊吹 カトウ イブキ 御所野サッカースポーツ少年団

１６ 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

１７ MF 鈴木 漣斗 スズキ レント FC．ドリームファイターズ

１８ 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

１９ FP 夏井 悠希 ナツイ ユウキ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

２０ 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
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