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福井 民雄 ﾌｸｲ ﾀﾐｵ

李 宇韺 ｲ ｳﾖﾝ

西川 周吾 ﾆｼｶﾜ ｼｭｳｺﾞ

福士 徳文 ﾌｸｼ ﾉﾘﾌﾐ

児玉 進二 ｺﾀﾞﾏ ｼﾝｼﾞ

北園 海 ｷﾀｿﾞﾉ ｳﾐ

須藤 彰仁 ｽﾄｳ ｱｷﾋﾄ

鏑木 享 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾄｵﾙ

内野 亮汰 ｳﾁﾉ ﾘｮｳﾀ

No. Pos.  生年月日 学年 所属 前所属

1 GK 飯田 雅浩 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 2000/10/5 4 184 cm 85 kg 国士舘大学 青森山田高校

12 GK 近藤 壱成 ｺﾝﾄﾞｳ ｲｯｾｲ 2001/1/15 4 189 cm 84 kg 法政大学 磐田U-18

2 DF 奥田 勇斗 ｵｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 2001/4/21 3 173 cm 68 kg 桃山学院大学 G大阪Y

3 DF 岡 哲平 ｵｶ ﾃｯﾍﾟｲ 2001/9/6 3 186 cm 83 kg 明治大学 FC東京U-18

4 DF 相澤 佑哉 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 2000/10/17 4 178 cm 68 kg 駒澤大学 熊本Y

5 DF 中野 就斗 ﾅｶﾉ ｼｭｳﾄ 2000/6/27 4 181 cm 74 kg 桐蔭横浜大学 桐生第一高校

13 DF 三浦 颯太 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 2000/9/7 4 178 cm 75 kg 日本体育大学 帝京高校

16 DF 速水 修平 ﾊﾔﾐ ｼｭｳﾍｲ 2000/11/11 4 182 cm 76 kg 常葉大学 磐田U-18

18 DF 高木 践 ﾀｶｷﾞ ｾﾝ 2002/3/14 3 173 cm 67 kg 阪南大学 阪南大学高校

19 DF 関根 大輝 ｾｷﾈ ﾋﾛｷ 2002/8/11 2 187 cm 82 kg 拓殖大学 静岡学園高校

6 MF オナイウ 情滋 ｵﾅｲｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 2000/11/11 4 168 cm 66 kg 新潟医療福祉大学 正智深谷高校

7 MF 泉 柊椰 ｲｽﾞﾐ ﾄｵﾔ 2000/12/2 4 174 cm 61 kg びわこ成蹊スポーツ大学 神戸U-18

11 MF 齊藤 聖七 ｻｲﾄｳ ｾﾅ 2000/11/21 4 171 cm 63 kg 流通経済大学 清水Y

15 MF 倍井 謙 ﾏｽｲ ｹﾝ 2001/4/4 3 173 cm 65 kg 関西学院大学 名古屋U-18

17 MF 植村 洋斗 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾄ 2001/8/26 3 173 cm 67 kg 早稲田大学 日本大学藤沢高校

20 MF 井堀 二昭 ｲﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 2001/4/16 3 172 cm 65 kg 東海学園大学 静岡学園高校

22 MF 藤井 海和 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 2003/2/15 2 173 cm 71 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校

23 MF 小酒井 新大 ｺｻﾞｶｲ ｱﾗﾀ 2001/9/21 3 179 cm 76 kg 中京大学 草津東高校

8 FW 山田 新 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 2000/5/30 4 175 cm 75 kg 桐蔭横浜大学 川崎U-18

9 FW 木村 勇大 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 2001/2/28 4 184 cm 78 kg 関西学院大学 大阪桐蔭高校

10 FW 落合 陸 ｵﾁｱｲ ﾘｸ 1999/5/23 4 175 cm 71 kg 東京国際大学 柏U-18

14 FW 熊澤 和希 ｸﾏｻﾜ ｶｽﾞｷ 2001/1/13 4 180 cm 67 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校
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