
所属

李   宇韺 ｲ ｳﾖﾝ 専修大学

的場   千尋 ﾏﾄﾊﾞ ﾁﾋﾛ 福山大学

福士   徳文 ﾌｸｼ ﾉﾘﾌﾐ 慶應義塾大学

児玉   進ニ ｺﾀﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 福岡大学

池内 誠 ｲｹｳﾁ ﾏｺﾄ 俺の治療院

Pos. 背番号 所属 前所属(2種)  生年月日 学年

GK 1 遠藤   雅己 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 明治大学 桐蔭学園高校 2001.03.01 187 cm 85 kg 3年

12 猪越   優惟 ｲﾉｺｼ ﾕｳｲ 中央大学 帝京⾧岡高校 2001.05.26 183 cm 75 kg 2年

21 菅沼   一晃 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞｱｷ 福岡大学 浜松開誠館高校 2001.09.12 185 cm 79 kg 2年

DF 2 岡井   駿典 ｵｶｲ ﾄｼﾉﾘ 中央大学 市立船橋高校 2000.04.13 170 cm 67 kg 3年

3 青木   駿人 ｱｵｷ ﾊﾔﾄ 日本大学 日本大学藤沢高校 2001.04.06 184 cm 73 kg 2年

4 牛澤   健 ｳｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 中央大学 名古屋U-18 2001.04.11 177 cm 73 kg 2年

8 髙橋   直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 関西大学 G大阪Y 2001.05.28 180 cm 68 kg 2年

16 奥田   勇斗 ｵｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 桃山学院大学 G大阪Y 2001.04.21 173 cm 68 kg 2年

18 鈴木   俊也 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 早稲田大学 早稲田実業学校高等部 2000.11.24 178 cm 73 kg 3年

19 榊原   琉太 ｻｶｷﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 福岡大学 熊本商業高校 2001.05.23 188 cm 80 kg 2年

22 モヨ   マルコム強志 ﾓﾖ ﾏﾙｺﾑﾂﾖｼ 法政大学 東福岡高校 2001.06.03 181 cm 79 kg 2年

MF 5 小倉   陽太 ｵｸﾞﾗ ﾋﾅﾀ 早稲田大学 横浜FC・Y 2001.05.03 183 cm 72 kg 2年

6 木村   卓斗 ｷﾑﾗ ﾀｸﾄ 明治大学 横浜FM・Y 2000.05.16 170 cm 68 kg 3年

7 山下   雄大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 早稲田大学 柏U-18 2000.08.23 179 cm 72 kg 3年

10 泉   柊椰 ｲｽﾞﾐ ﾄｵﾔ びわこ成蹊スポーツ大学 神戸U-18 2000.12.02 174 cm 62 kg 3年

11 吉田   源太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 四国学院大学 四国学院大学香川西高校 2000.10.26 175 cm 72 kg 3年

15 古⾧谷   千博 ｺﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ 常葉大学 清水桜が丘高校 2001.10.25 170 cm 58 kg 2年

17 鶴野   怜樹 ﾂﾙﾉ ﾚｲｼﾞｭ 福岡大学 立正大学淞南高校 2001.01.26 168 cm 61 kg 3年

20 北條   真汰 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼﾝﾀ 福岡大学 鹿児島城西高校 2001.05.20 172 cm 63 kg 2年

FW 9 木村   勇大 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 関西学院大学 大阪桐蔭高校 2001.02.28 184 cm 84 kg 3年

13 落合   陸 ｵﾁｱｲ ﾘｸ 東京国際大学 柏U-18 1999.05.23 175 cm 71 kg 3年

14 城定   幹大 ｼﾞｮｳｼﾞｮｳ ｶﾝﾀ 産業能率大学 市立船橋高校 2001.02.15 178 cm 66 kg 3年

23 久保 征一郎 ｸﾎﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 法政大学 FC東京U-18 2001.06.22 186 cm 73 kg 2年
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