
2019/7/31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 DF 中村 奏太 ナカムラ ソウタ 山王ジュニア保戸野SSS

2 MF 岩崎 和人 イワサキ カズト 山王ジュニア保戸野SSS

3 GK 鎌田 那津 カマダ ナツ 山王ジュニア保戸野SSS

4 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

5 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

6 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

7 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

8 MF 小野 陽向 オノ ヒナタ 旭川サッカースポーツ少年団

9 ＦＷ 中泉 悠 ナカイズミ ユウ 川尻リバーウェーブＳＳＳ

10 MF 大野 真翔 オオノ マナト T2GENERAL

11 DF 戸島 健汰 トシマ ケンタ T2GENERAL

12 MF 金 明日翔 コン アスカ AFCユーニアンJr.

13 MF 鈴木 瑛太 スズキ エイタ AFCユーニアンJr.

14 MF 村田 珀 ムラタ ハク AFCユーニアンJr.

15 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

16 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

17 MF 安藤 颯大 アンドウ ソウタ スポルティフ秋田

18 MF 小林 心良 コバヤシ ココロ スポルティフ秋田

19 MF 永田 晄介 ナガタ コウスケ スポルティフ秋田

20 DF 嶋田 遥哉 シマダ トオヤ スポルティフ秋田

※

2019秋田市地区TC　U12（6年生）セリオン 花まるっCUP

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



2019/7/31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 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

3 DF 青木 蓮 アオキ レン 山王ジュニア保戸野SSS

4 MF 鎌田 陽向 カマダ ヒナタ 山王ジュニア保戸野SSS

5 MF 柴田 悠良 シバタ ユラ 日新サッカースポーツ少年団

6 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

7 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

8 DF 髙橋 瑶 タカハシ ヨウ 御所野サッカースポーツ少年団

9 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

10 DF 小黒 晃桜 オグロ コオ 御所野サッカースポーツ少年団

11 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

12 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

13 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

14 DF 中川 遥斗 ナカガワ ハルト 仁井田レッドスターズ

15 GK 新沼 隼弥 ニイヌマ トシヤ 仁井田レッドスターズ

16 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

17 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

18 FW 佐々木 寛人 ササキ ヒロト スポルティフ秋田

19 DF 近江谷 厳心 オオミヤ ゲン スポルティフ秋田

※

2019秋田市地区TC　U12（6年生）オーパス 花まるっCUP

名前の間違いはご容赦お願いします。

2ページ／全3ページ



2019/7/31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 GK 石塚 暁 イシヅカ アツキ 山王ジュニア保戸野SSS

3 MF 三浦 勢良 ミウラ セラ 日新サッカースポーツ少年団

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 FW 佐藤 蒼空 サトウ ソラ 御所野サッカースポーツ少年団

10 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

11 ＭＦ 佐々木 快都 ササキ カイト 八橋ＦＣスポーツ少年団

12 MF 嶋田 龍也 シマダ リュウヤ 仁井田レッドスターズ

13 DF 夏井 一輝 ナツイ カズキ 仁井田レッドスターズ

14 MF 打矢 朝秋 ウチヤ トモアキ T2GENERAL

15 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

16 FW 朴 智永 パク ジヨン スポルティフ秋田

17 MF 菊地 清志郎 キクチ セイシロウ スポルティフ秋田

18 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

19 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

20 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

※

2019秋田市地区TC　U11（5年生） 花まるっCUP

名前の間違いはご容赦お願いします。
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