
氏　　 名 フリガナ 所属チーム 所属地域

1 島　　夢人 ｼﾏ　ﾕﾒﾄ 大　松 西　南

2 宮内　渉夢 ﾐﾔｳﾁ　ｱﾕﾑ 国府気延 西　南

3 守岡 樹希也 ﾓﾘｵｶ　ｼﾞｭｷﾔ 昭　和 西　南

4 三原　快嗣 ﾐﾊﾗ　ｶｲｼ 川内北 北　部 GK

5 粟飯原　涼 ｱｲﾊﾗ　ﾘｮｳ 川内北 北　部

6 川上　楓雅 ｶﾜｶﾐ　ﾌｳｶﾞ 川内北 北　部

7 高田　大夢 ﾀｶﾀ　ﾀﾞｲﾑ 川内北 北　部

8 中塚　大偉 ﾅｶﾂｶ　ﾀﾞｲ 川内北 北　部

9 阿部　友哉 ｱﾍﾞ　ﾄﾓﾔ 助　任 北　部

10 高橋　歩夢 ﾀｶﾊｼ　ｱﾕﾑ USFC 北　部

11 岡崎　湧登 ｵｶｻﾞｷ　ﾕｳﾄ ナセール クラブ

12 高田　周平 ﾀｶﾀ　ｼｭｳﾍｲ 津田黒潮 クラブ

13 松原　輝空 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｱｷﾗ リベリモ クラブ

14 香川　幹弥 ｶｶﾞﾜ　ﾐｷﾔ CSP クラブ

15 谷      聖己 ﾀﾆ　ｲﾌﾞｷ 桑島FC 鳴　門

16 森 　  厚達 ﾓﾘ　ｺｳﾀﾂ 上板FC 板　野

17 高田　大鳳 ﾀｶﾀ　ﾀｲｵｳ 北島FC 板　野

18 小林　洸翔 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛﾄ 松茂FC 板　野

19 幸田　   哲 ｺｳﾀﾞ　ﾃﾂ 林ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ 阿波市

20 和田　宗太 ﾜﾀﾞ　ｿｳﾀ 麻植FC 吉野川市

21 大本　智也 ｵｵﾓﾄ　ﾄﾓﾔ ｴｽﾊﾟｰﾀﾞFC 西　部

22 藤崎　琉依 ﾌｼﾞｻｷ　ﾙｲ 小松島たぬき 小松島

23 岡部　将伍 ｵｶﾍﾞ　ｼｮｳｺﾞ 橘 阿　南

24 前田　結斗 ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳﾄ PISO CEREZA 阿　南

25 数藤　叶夢 ｽﾄｳ　ｶﾅﾒ 岩　脇 阿　南

26 志津　七海 ｼｽﾞ　ﾅﾅﾐ USFC 北　部 女子

27 野張　咲菜 ﾉﾊﾘ　ｻﾅ ユイマール 小松島 女子
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平成25年4月１3日(土) 吉野川市総合スポーツ運動場 



氏　　名 フリガナ 所属チーム 所属地域

1 森本　大智  ﾓﾘﾓﾄ  ﾀﾞｲﾁ 上八万 西　南

2 豊田　雄也  ﾄﾖﾀ  ﾕｳﾔ 八　万 西　南

3 安藤　和生  ｱﾝﾄﾞｳ  ﾜｾｲ 不　動 西　南

4 西野　太陽  ﾆｼﾉ  ﾀｲﾖｳ 田　宮 北　部

5 中田　舜貴 ﾅｶﾀ　ｼｭﾝｷ 沖　洲 北　部

6 加藤　拓海  ｶﾄｳ  ﾀｸﾐ 助　任 北　部

7 藤田　  樹 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｷ 助　任 北　部

8 川真田 康介  ｶﾜﾏﾀ  ｺｳｽｹ YMCA クラブ

9 東谷　勇輝  ﾋｶﾞｼﾀﾆ  ﾕｳｷ 鳴門第一 鳴　門 ＧＫ

10 橋本　空新  ﾊｼﾓﾄ  ｿｱﾗ 林崎里浦 鳴　門

11 張間　尋路  ﾊﾘﾏ  ﾋﾛﾐﾁ 桑　島 鳴　門

12 橋本　紫琉 ﾊｼﾓﾄ　ｼﾘﾙ 林崎里浦 鳴　門

13 光藤　海星 ﾐﾂﾌｼﾞ　ｶｲｾｲ FCオスト 板　野

14 湊  　 太羅  ﾐﾅﾄ  ﾀｲﾗ 八幡ＦＣ 阿波市 ＧＫ

15 大野　龍功  ｵｵﾉ  ﾘｭｳｸ 八幡ＦＣ 阿波市

16 明利   　拓  ﾒｲﾘ　ﾀｸ 八幡ＦＣ 阿波市

17 近藤　大碧  ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｱ 八幡ＦＣ 阿波市

18 酒巻　成吾  ｻｶﾏｷ  ｾｲｺﾞ 林ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ 阿波市

19 石田　侑資  ｲｼﾀﾞ  ﾕｳｽｹ YSCｵｰﾚ 吉野川市

20 片山　楓雅 ｶﾀﾔﾏ　ﾌｳｶﾞ 三野FC 西　部

21 安部　颯馬  ｱﾍﾞ　ｿｳﾏ 小松島たぬき 小松島

22 石井　嵩也  ｲｼｲ　ｼｭｳﾔ ソシオス 阿　南

23 岩佐　啓吾 ｲﾜｻ　ｹｲｺﾞ 見能林ｲﾚﾌﾞﾝ 阿　南

24 四宮　悠成  ｼﾉﾐﾔ　ﾕｳｾｲ 見能林ｲﾚﾌﾞﾝ 阿　南

25 影田　壮佑  ｶｹﾞﾀ　ｿｳｽｹ 橘 I S 阿　南

26 鈴木　凌太 ｽｽﾞｷ　ﾘｮｳﾀ 石井SSS ｱｶﾃﾞﾐｰ

27 大住　六花 ｵｵｽﾐ　ﾘｯｶ 上八万 西　南 女子

28 小川 輝羅々 ｵｶﾞﾜ　ｷﾗﾗ 上八万 西　南 女子

29 古谷 優理亜 ﾌﾙﾀﾆ　ﾕﾘｱ ナセール クラブ 女子

30 原田　和佳 ﾊﾗﾀﾞ　ﾜｶ 北島ＦＣ 板　野 女子

平成25年4月14日(日) 吉野川市総合スポーツ運動場
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氏  　名 フリガナ 所属チーム 所属地域

1 川人　太陽  ｶﾜﾋﾄ　ﾀｲﾖｳ 八万南 西　南

2 澤崎　凌大  ｻﾜｻﾞｷ　ﾘｮｳﾀ 国府気延 西　南

3 市川 健志郎 ｲﾁｶﾜ　ｹﾝｼﾛｳ 大　松 西　南

4 里口　俊祐 ｻﾄｸﾞﾁ　ｼｭﾝｽｹ 昭　和 西　南

5 加賀見 竜馬  ｶｶﾞﾐ　ﾘｮｳﾏ 川内北 北　部

6 小西　智也 ｺﾆｼ　ﾄﾓﾔ 田　宮 北　部

7 津川　紘輝  ﾂｶﾞﾜ　ｺｳｷ 田　宮 北　部

8 後藤　良介 ｺﾞﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ リベリモ クラブ ＧＫ

9 山田　晃汰 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ リベリモ クラブ

10 山田　彩樹  ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｼﾞｭ リベリモ クラブ

11 森田   　凛  ﾓﾘﾀ　ﾘﾝ ＣＳＰ クラブ

12 平田　駿佑  ﾋﾗﾀ　ｼｭﾝｽｹ ＣＳＰ クラブ

13 中川　   真  ﾅｶｶﾞﾜ　ｼﾝ 松　茂 板　野 ＧＫ

14 立石　耀生 ﾀﾃｲｼ　ﾖｳｾｲ ﾘﾍﾞﾙﾃＳＣ 板　野

15 福田　将志 ﾌｸﾀﾞ　ﾏｻｼ 板野FC 板　野

16 大西　歩花  ｵｵﾆｼ　ｱﾕｶ 加茂ＦＣ 西　部 女子

17 三好　智哉 ﾐﾖｼ　ﾄﾓﾔ 井川ＦＣ 西　部

18 米田　世波  ﾖﾈﾀﾞ　ｾﾅ 見能林ｲﾚﾌﾞﾝ 県　南 ＧＫ

19 美野　力哉  ﾐﾉ　ﾘｷﾔ 見能林ｲﾚﾌﾞﾝ 県　南

20 本田　一平  ﾎﾝﾀﾞ　ｲｯﾍﾟｲ 小松島たぬき 県　南

21 野口　蓮太  ﾉｸﾞﾁ　ﾚﾝﾀ 小松島たぬき 県　南

22 谷　   皐生  ﾀﾆ　ｺｳｷ 上勝ｸﾚｲﾝ 県　南

23 西岡　竜也 ﾆｼｵｶ　ﾘｭｳﾔ ユイマール 県　南

24 村上   　尋 ﾑﾗｶﾐ　ﾋﾛ 津乃峰 県　南

25 倉橋 龍之介 ｸﾗﾊｼ　ﾘｭｳﾉｽｹ 那賀川 県　南

26 小林　海翔  ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｲﾄ ﾘﾍﾞﾙﾃＳＣ ｱｶﾃﾞﾐｰ

27 丸山 智穂実 ﾏﾙﾔﾏ　ﾁﾎﾐ 八　万 西　南 女子

28 前田　佳澄 ﾏｴﾀﾞ　ｶｽﾐ 小松島たぬき 県　南 女子
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　　　　　平成25年4月20(土)・21日(日) 吉野川市総合ｽﾎﾟｰﾂ運動場 
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