
2019/6/26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

1 FW 黒澤 劉己 クロサワ リュウキ 飯島パインフォレストサッカースポーツ少年団

2 ＭＦ 佐々木 煌羽 ササキ コウ 明徳サッカースポーツ少年団

3 DF 水澤 達也 ミズサワ タツヤ 大住サッカースポーツ少年団

4 DF 青木 蓮 アオキ レン 山王ジュニア保戸野SSS

5 DF 中村 奏太 ナカムラ ソウタ 山王ジュニア保戸野SSS

6 MF 鎌田 陽向 カマダ ヒナタ 山王ジュニア保戸野SSS

7 MF 岩崎 和人 イワサキ カズト 山王ジュニア保戸野SSS

8 GK 鎌田 那津 カマダ ナツ 山王ジュニア保戸野SSS(6/26追加)

9 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

10 MF 柴田 悠良 シバタ ユラ 日新サッカースポーツ少年団

11 MF 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

12 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

13 MF 髙橋 礼奈人 タカハシ レナト 御所野サッカースポーツ少年団

14 DF 髙橋 瑶 タカハシ ヨウ 御所野サッカースポーツ少年団

15 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

16 DF 小黒 晃桜 オグロ コオ 御所野サッカースポーツ少年団

17 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

18 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

19 ＦＰ 長田 心温 ナガタ ミハル 下新城サッカースポーツ少年団

20 MF 小野 陽向 オノ ヒナタ 旭川サッカースポーツ少年団

21 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

22 GK 佐々木 譲 ササキ ジョウ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団(6/26追加)

23 MF 佐々木 悠吾 ササキ ユウゴ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

24 MF 篠田 拓也 シノダ タクヤ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

25 MF  遠藤 和 エンドウ カズ 仁井田レッドスターズ

26 MF 佐々木 輝大 ササキ コウダイ 仁井田レッドスターズ

27 MF 舟木 経 フナキ キョウ 仁井田レッドスターズ

28 DF 金 龍之介 コン リュウノスケ 仁井田レッドスターズ

29 DF 中川 遥斗 ナカガワ ハルト 仁井田レッドスターズ

30 GK 新沼 隼弥 ニイヌマ トシヤ 仁井田レッドスターズ

31 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

32 ＭＦ 西﨑 優音 ニシザキ ユウト 勝平サッカースポーツ少年団

33 ＭＦ 八代 雫輝 ヤシロ シズキ 勝平サッカースポーツ少年団

34 MF 大野 真翔 オオノ マナト T2GENERAL

35 DF 戸島 健汰 トシマ ケンタ T2GENERAL

36 MF 金 明日翔 コン アスカ AFCユーニアンJr.

37 MF 鈴木 瑛太 スズキ エイタ AFCユーニアンJr.

38 MF 村田 珀 ムラタ ハク AFCユーニアンJr.

39 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

40 FW/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

41 DF 吉崎 航平 ﾖｼｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 旭北サッカースポーツ少年団

42 MF 武石 大空 タケイシ ツバサ スポルティフ秋田

43 FW 佐々木 寛人 ササキ ヒロト スポルティフ秋田

44 DF 近江谷 厳心 オオミヤ ゲン スポルティフ秋田

45 MF 安藤 颯大 アンドウ ソウタ スポルティフ秋田

46 MF 小林 心良 コバヤシ ココロ スポルティフ秋田

47 MF 永田 晄介 ナガタ コウスケ スポルティフ秋田

48 DF 嶋田 遥哉 シマダ トオヤ スポルティフ秋田

49

50

※

2019秋田市地区TC　U12(6年生）

名前の間違いはご容赦お願いします。

1ページ／全3ページ



2019/6/26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

1 FW 小林 夢空 コバヤシ ソラ 大住サッカースポーツ少年団

2 FW 今井 心 イマイ ココロ 山王ジュニア保戸野SSS

3 GK 石塚 暁 イシヅカ アツキ 山王ジュニア保戸野SSS

4 MF/DF 池田 遼 イケダ リョウ 日新サッカースポーツ少年団

5 MF 三浦 勢良 ミウラ セラ 日新サッカースポーツ少年団

6 MF 相原 悠斗 アイハラ ユウト 飯島南FCサッカースポーツ少年団

7 DF 岩谷 怜桜 イワヤ レオ 飯島南FCサッカースポーツ少年団

8 MF 佐藤 澪央 サトウ レオ 飯島南FCサッカースポーツ少年団

9 FW 武田 優太 タケダ ユウタ 飯島南FCサッカースポーツ少年団

10 G K 牧野 澪音 マキノ レオ 飯島南FCサッカースポーツ少年団

11 MF 長谷川 玲 ハセガワ レイ 御所野サッカースポーツ少年団

12 DF 作佐部 聖也 サクサベ セイヤ 御所野サッカースポーツ少年団

13 MF 今野 結斗 コンノ ユイト 御所野サッカースポーツ少年団(6/24追加)

14 FW 佐藤 蒼空 サトウ ソラ 御所野サッカースポーツ少年団

15 MF 篠原 陽馬 シノハラ ハルマ 御所野サッカースポーツ少年団(6/24追加)

16 ＦＰ 佐藤 陽 サトウ ヒナタ 御所野サッカースポーツ少年団(6/24追加)

17 ＦＰ 長岡 崇龍 ナガオカ ショウタツ 下新城サッカースポーツ少年団

18 ＦＰ 石川 巧真 イシカワ タクマ 下新城サッカースポーツ少年団

19 MF 佐々木 祐翔 ササキ ユウト グリーントラスト牛島ＳＳＳ

20 MF 進藤 洵汰 シンドウ シュンタ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

21 FW 畠山 大空 ハタケヤマ ソラ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

22 ＭＦ 佐々木 快都 ササキ カイト 八橋ＦＣスポーツ少年団

23 MF 佐々木 宙斗 ササキ ヒロト 仁井田レッドスターズ

24 MF 嶋田 龍也 シマダ リュウヤ 仁井田レッドスターズ

25 MF 熊谷 脩斗 クマガイ シュウト 仁井田レッドスターズ

26 MF 田口 凛桜 タグチ リオ 仁井田レッドスターズ

27 MF 永澤 柊太 ナガサワ シュウタ 仁井田レッドスターズ

28 MF 水谷 元信 ミズタニ モトノブ 仁井田レッドスターズ

29 DF 夏井 一輝 ナツイ カズキ 仁井田レッドスターズ

30 GK 鈴木 颯真 スズキ ソウマ 仁井田レッドスターズ

31 MF 打矢 朝秋 ウチヤ トモアキ T2GENERAL

32 GK 昆野 真佐人 コンノ マサト T2GENERAL

33 MF 鈴木 健斗 スズキ ケント AFCユーニアンJr.

34 ＤＦ 玉井 孝太郎 タマイ コウタロウ 旭北サッカースポーツ少年団

35 FW 朴 智永 パク ジヨン スポルティフ秋田

36 MF 菊地 清志郎 キクチ セイシロウ スポルティフ秋田

37 MF 宮本 洸希 ミヤモト コウキ スポルティフ秋田

38 GK 鎌田 航希 カマダ コウキ 外旭川サッカースポーツ少年団

39 MF 庄司 悠真 ショウジ ユウマ 外旭川サッカースポーツ少年団

40 ＤＦ 石塚 倖介 イシヅカ コウスケ 秋田泉サッカースポーツ少年団

41 ＭＦ 菅原 陸叶 スガワラ リクト 秋田泉サッカースポーツ少年団

42 ＤＦ 藤島 詠梧 フジシマ エイゴ 秋田泉サッカースポーツ少年団
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※

2019秋田市地区TC　U11(5年生）

名前の間違いはご容赦お願いします。
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2019/6/26改定

No 学年 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 5 MF 石黒 楓 イシグロ カエデ 飯島パインフォレストサッカースポーツ少年団

2 6 FW 佐藤 妃莉 サトウ ヒマリ 大住サッカースポーツ少年団

3 6 MF 尾口 小絵 オグチ サエ 大住サッカースポーツ少年団

4 6 MF 菊地 史栞 キクチ シオリ 日新サッカースポーツ少年団

5 6 MF 佐藤 夢菜 サトウ ユナ 日新サッカースポーツ少年団

6 5 MF 土井 淳花 ドイ アツカ 御所野サッカースポーツ少年団

7 5 MF 越前谷 美歩 エチゼンヤ ミホ FCロッサオーラ築山

8 5 MF 佐藤 幸音 サトウ シオン FCロッサオーラ築山

9 5 DF 中田 佳里 ナカタ カノ グリーントラスト牛島ＳＳＳ

10 6 DF 佐々木 涼帆 ササキ スズホ FC．ドリームファイターズ

11 5 MF 藤原 翼沙 フジワラ ツバサ FC．ドリームファイターズ

12 6 MF 相場 恋奈 アイバ レナ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

13 6 DF 永澤 詩 ナガサワ ウタ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

14 6 ＭＦ 引地 莉子 ヒキチ リコ 勝平サッカースポーツ少年団

15 6 ＤＦ 松橋 結泉 マツハシ ユイ 勝平サッカースポーツ少年団

16 6 MF 嘉藤 莉緒 カトウ リオ T2GENERAL

17 6 DF 鳥海 璃子 トリウミ リコ T2GENERAL

18 6 MF 相原 莉子 アイハラ リコ T2GENERAL

19 6 FW 大谷 さくら ｵｵﾀﾆ ｻｸﾗ 旭北サッカースポーツ少年団

20 5 ＭＦ 藤田 麗愛 フジタ レア 旭北サッカースポーツ少年団

21 5 ＭＦ 佐藤 音杏 サトウ トア 旭北サッカースポーツ少年団

22 5 MF 小松 奈保 コマツ ナオ スポルティフ秋田
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2019秋田市地区TC　U12(女子）U11(女子）

名前の間違いはご容赦お願いします。
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