
2021/10/11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 吉方 太一 ヨシカタ タイチ 八橋ＦＣスポーツ少年団

2 DF 柏村 遥輝 カシワムラ ハルキ 八橋ＦＣスポーツ少年団

3 MF 安宅 海都 アタク カイト 八橋ＦＣスポーツ少年団

4 FW 原田 惇平 ハラタ ジュンペイ 八橋ＦＣスポーツ少年団

5 MF 渡部 煌悠 ワタナベ アキト 八橋ＦＣスポーツ少年団

6 MF 魚住 栞生 ウオズミ カン 八橋ＦＣスポーツ少年団

7 MF 黒木 蓮 クロキ レン 仁井田レッドスターズ

8 MF 斎藤 聖大 サイトウ マサト 仁井田レッドスターズ

9 MF 高橋 龍大 タカハシ リュウダイ 仁井田レッドスターズ

10 MF 藤岡 温 フジオカ ハル 仁井田レッドスターズ

11 MF 小林 晃大 コバヤシ コウタ 仁井田レッドスターズ

12 GK 佐々木 翔大 ササキ ショウダイ 仁井田レッドスターズ

13 ＭＦ 尾形 琉 オガタ リュウ 日新サッカースポーツ少年団

14 ＭＦ 菊地 瑛太 キクチ エイタ 日新サッカースポーツ少年団

15 ＭＦ 千種 星翔 チグサ セイト 日新サッカースポーツ少年団

16 FW 中村 広人 ナカムラ ヒロト 勝平サッカースポーツ少年団

17 MF 籾山 瑠生 モミヤマ ルイ 勝平サッカースポーツ少年団

18 FW 畠山 丈慧 ハタケヤマ ジョウケイ スポルティフ秋田

19 MF 森合 志文 モリアイ シモン スポルティフ秋田

20 MF 佐藤 烈翔 サトウ レツト スポルティフ秋田

21 MF 菅原 孝大朗 スガワラ コウタロウ スポルティフ秋田

22 MF 川上 立誉 カワカミ リツホ スポルティフ秋田

23 DF 髙橋 瑛大 タカハシ エイタ スポルティフ秋田

24 FW 佐藤 秀一 サトウ シュウイチ スポルティフ秋田

25 MF 髙橋 徳之介 タカハシ トクノスケ 外旭川サッカースポーツ少年団

26 FW 菅原 陽太 スガワラ ヒナタ 山王ジュニア

27 MF 鈴木 駿 スズキ シュン 飯島南ＦＣ

28 MF 福島 青風 フクシマ ハルカゼ 飯島南ＦＣ

29 GK 伊藤 劉騎 イトウ リュウキ 飯島南ＦＣ

30 MF 大高 生也 オオタカ イクヤ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

31 DF 加藤 優陽 カトウ ユウヒ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

32 MF 浅野 蓮 アサノ レン 下新城サッカースポーツ少年団

33 DF 渡邊 航輝 ワタナベ コウキ 下新城サッカースポーツ少年団

34 FW 佐藤 愛十 サトウ アイト 旭川サッカースポーツ少年団

35 DF 渡部 空龍 ワタナベ クリュウ ブラウブリッツ秋田U-12

36 DF 阿部 奏多 アベ カナタ ブラウブリッツ秋田U-12

37 FW 佐藤 聖眞 サトウ ショウマ ブラウブリッツ秋田U-12

38 GK 小林 宥惺 コバヤシ ユウセイ ブラウブリッツ秋田U-12

39 MF 菊地 寛三郎 キクチ カンザブロウ ブラウブリッツ秋田U-12

40 ＤＦ 小木田 大青 コギタ タイセイ 旭北サッカースポーツ少年団

41 ＭＦ 木之下 啓輝 キノシタ ハルキ 旭北サッカースポーツ少年団

42 ＦＷ 宇津宮 健琉 ウツノミヤ タケル 旭北サッカースポーツ少年団

※
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