
氏　　　名 フリガナ 所属チーム 所属地域

1 増田　海里 ﾏｽﾀﾞ　ｶｲﾘ 大　松 西　南 GK

2 佐藤　伶介 ｻﾄｳ　ﾚｲｽｹ 上八万 西　南

3 梅津　優大 ｳﾒﾂ　ﾕｳﾀﾞｲ 佐　古 西　南

4 粟飯原  聖 ｱｲﾊﾗ　ﾋｼﾞﾘ 八　万 西　南

5 河村　壮真 ｶﾜﾑﾗ　ｿｳﾏ 八　万 西　南

6 藤 　　寛太 ﾌｼﾞ　ｶﾝﾀ 福　島 北　部

7 廣永　琉樹 ﾋﾛﾅｶﾞ　ﾘｷ 応神若虎 北　部

8 大向 賢志郎 ｵｵﾑｶｲ　ｹﾝｼﾛｳ 川内北 北　部

9 氏橋   　潤 ｳｼﾞﾊｼ　ｼﾞｭﾝ 川内北 北　部

10 加賀見 拓磨 ｶｶﾞﾐ　ﾀｸﾏ 川内北 北　部

11 吉岡　直人 ﾖｼｵｶ　ﾅｵﾄ CSP クラブ

12 花岡　迪成 ﾊﾅｵｶ　ﾌﾐﾅﾘ YMCA クラブ

13 秋月　裕太 ｱｷﾂｷ　ﾕｳﾀ 鳴門第一 鳴　門 GK

14 阿部 壮太郎 ｱﾍﾞ　ｿｳﾀﾛｳ 林崎里浦 鳴　門

15 鈴江　偉斗 ｽｽﾞｴ　ﾀｹﾄ 林崎里浦 鳴　門

16 坂本　向陽 ｻｶﾓﾄ　ｺｳﾖｳ ソレイユ 鳴　門

17 真田　健心 ｻﾅﾀﾞ　ｹﾝｼﾝ 松　茂 板　野 GK

18 山田　凌聖 ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｮｳｾｲ 藍住南 板　野

19 上田　大地 ｳｴﾀ　ﾀﾞｲﾁ 藍住南 板　野

20 藤原　優志 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾕｳｼ 北　島 板　野

21 野々村 泰成 ﾉﾉﾑﾗ　ﾀｲｾｲ HAYASHI 阿　波

22 五島　駿矢 ｺﾞﾄｳ　ｼｭﾝﾔ 麻　植 吉野川 GK

23 渡部　   竜 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾂ 麻　植 吉野川

24 西川　大翔 ﾆｼｶﾜ　ﾋﾛﾄ 美　馬 西　部

25 中川　勇輝 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｷ 美　馬 西　部

26 梶浦　登志 ｶｼﾞｳﾗ　ﾄｳｼ ｴｽﾊﾟｰﾀﾞ 西　部

27 外立   　翼 ﾊｼﾀﾃ　ﾂﾊﾞｻ YUIMAR 小松島

28 岡本   　陸 ｵｶﾓﾄ　ﾘｸ 小松島たぬき 小松島

29 湯浅　礼生 ﾕｱｻ　ﾚｵ 羽ノ浦 阿　南 GK

30 飯田　紫月 ｲｲﾀﾞ　ｼｽﾞｷ 羽ノ浦 阿　南

31 四宮　祥太 ｼﾉﾐﾔ　ｼｮｳﾀ 見能林 阿　南

32 四宮　滝都 ｼﾉﾐﾔ　ﾀｷﾄ 見能林 阿　南

33 酒井　心優 ｻｶｲ　ﾐﾕ リベリモ クラブ 女子
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氏　　　名 フリガナ 所属チーム 所属地域

1 近藤　辰哉 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀﾂﾔ 加茂名 西　南 GK

2 島　　夢人 ｼﾏ　ﾕﾒﾄ 大　松 西　南

3 守岡 樹希也 ﾓﾘｵｶ　ｼﾞｭｷﾔ 昭　和 西　南

4 相原　禎汰 ｱｲﾊﾗ　ﾃｲﾀ 八　万 西　南

5 三木　玲二 ﾐｷ　ﾚｲｼﾞ 応神若虎 北　部

6 尾崎　海斗 ｵｻﾞｷ　ｶｲﾄ USFC 北　部

7 中角　海音 ﾅｶｽﾞﾐ　ｶｲ 田　宮 北　部

8 川上　楓雅 ｶﾜｶﾐ　ﾌｳｶﾞ 川内北 北　部

9 山本　悠斗 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾄ 川内北 北　部

10 粟飯原　涼 ｱｲﾊﾗ　ﾘｮｳ 川内北 北　部

11 中塚　大偉 ﾅｶﾂｶ　ﾀﾞｲ 川内北 北　部

12 三原　快嗣 ﾐﾊﾗ　ｶｲｼ 川内北 北　部 GK

13 藤川　修吾 ﾌｼﾞｶﾜ　ｼｭｳｺﾞ CSP クラブ GK

14 香川　幹弥 ｶｶﾞﾜ　ﾐｷﾔ CSP クラブ

15 佐藤　悠安 ｻﾄｳ　ﾕｱﾝ YMCA クラブ

16 岡崎　湧登 ｵｶｻﾞｷ　ﾕｳﾄ ナセール クラブ

17 松原　輝空 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｱｷﾗ リベリモ クラブ

18 谷　　聖己 ﾀﾆ　ｲﾌﾞｷ 桑　島 鳴　門

19 真田　力夢 ｻﾅﾀﾞ　ﾘｷﾑ 松　茂 板　野 GK

20 森　   厚達 ﾓﾘ　ｺｳﾀﾂ 上　板 板　野

21 高田　大鳳 ﾀｶﾀ　ﾀｲｵｳ 北　島 板　野

22 幸田   　哲 ｺｳﾀﾞ　ﾃﾂ HAYASHI 阿　波

23 森　   優太 ﾓﾘ　ﾕｳﾀ 吉野川SC 吉野川

24 大本　智也 ｵｵﾓﾄ　ﾄﾓﾔ ｴｽﾊﾟｰﾀﾞ 西　部

25 藤崎　琉依 ﾌｼﾞｻｷ　ﾙｲ 小松島たぬき 小松島

26 松田　悠良 ﾏﾂﾀﾞ　ﾕﾗ 小松島たぬき 小松島

27 岡部　将伍 ｵｶﾍﾞ　ｼｮｳｺﾞ 橘 阿　南

28 小林　洸翔 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛﾄ 松　茂 アカデミー

29 志津　七海 ｼｽﾞ　ﾅﾅﾐ USFC 北　部 女子

30 高橋　　雅 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾔﾋﾞ 鳴門ﾎﾟﾗﾘｽ 女　子 女子

31 辻田　詩央 ﾂｼﾞﾀ　ｼｵ 那賀川 阿南 女子
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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  安藤   和生  ｱﾝﾄﾞｳ  ﾜｾｲ 加茂名 西　南

3 岩城 　陽心 ｲﾜｷ　ﾖｳｼﾝ 国府気延 西　南

4 玉木 慎太郎 ﾀﾏｷ　ｼﾝﾀﾛｳ 大　松 西　南

5 森田　 紘平 ﾓﾘﾀ　ｺｳﾍｲ 八　万 西　南 ＧＫ

6 豊田   雄也  ﾄﾖﾀ  ﾕｳﾔ 八　万 西　南

7 前川　 泰聖 ﾏｴｶﾜ　ﾀｲｾｲ 北井上 北　部

8  加藤   拓海  ｶﾄｳ  ﾀｸﾐ 助　任 北　部

9 藤田　   樹 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｷ 助　任 北　部

10 中田 　舜貴 ﾅｶﾀ　ｼｭﾝｷ 沖　洲 北　部

11 森下  　 翔 ﾓﾘｼﾀ　ｶｹﾙ USFC 北　部

12 上田　 優人 ｳｴﾀ　ﾕｳﾄ 田　宮 北　部

13 近藤　 蔵波 ｺﾝﾄﾞｳ　ｸﾗﾊﾞ 田　宮 北　部

14  西野   太陽  ﾆｼﾉ  ﾀｲﾖｳ 田　宮 北　部

15 一宮 　 優斗 ｲﾁﾐﾔ　ﾕｳﾄ 田　宮 北　部

16 高橋   　想 ﾀｶﾊｼ　ｿｳ YMCA クラブ

17 三倉　 頼真 ﾐｸﾗ　ﾗｲｼﾝ リベリモ クラブ

18  東谷   勇輝  ﾋｶﾞｼﾀﾆ  ﾕｳｷ 鳴門第一 鳴　門 ＧＫ

19  張間   尋路  ﾊﾘﾏ  ﾋﾛﾐﾁ 桑　島 鳴　門

20  橋本   空新  ﾊｼﾓﾄ  ｿｱﾗ 林崎里浦 鳴　門

21 橋本　 紫琉 ﾊｼﾓﾄ　ｼﾘﾙ 林崎里浦 鳴　門

22 前田　   俊 ﾏｴﾀﾞ　ｼｭﾝ 上　板 板　野

23  酒巻   成吾  ｻｶﾏｷ  ｾｲｺﾞ HAYASHI 中西部

24  石田   侑資  ｲｼﾀﾞ  ﾕｳｽｹ YSCｵｰﾚ 中西部

25 湊　   太羅 ﾐﾅﾄ　ﾀｲﾗ 八　幡 中西部 ＧＫ

26  大野   龍功 ｵｵﾉ　ﾘｭｳｸ 八　幡 中西部

27  近藤   大碧  ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｱ 八　幡 中西部

28 片山 　楓雅 ｶﾀﾔﾏ　ﾌｳｶﾞ 三　野 西　部

29 後東　 尚輝 ｺﾞﾄｳ　ﾅｵｷ 岩　脇 南　部 ＧＫ

30  安部   颯馬  ｱﾍﾞ　ｿｳﾏ 小松島たぬき 南　部

31 岩佐　 啓吾 ｲﾜｻ　ｹｲｺﾞ 見能林 南　部

32  四宮   悠成  ｼﾉﾐﾔ　ﾕｳｾｲ 見能林 南　部

33 原田　和佳 ﾊﾗﾀﾞ　ﾜｶ 北　島 板　野 女子

34 大住　六花 ｵｵｽﾐ　ﾘｯｶ 上八万 西　南 女子

35 小川 輝羅々 ｵｶﾞﾜ　ｷﾗﾗ 上八万 西　南 女子

36 三浦　  めぐ ﾐｳﾗ　ﾒｸﾞ 国府気延 西　南 女子

37 小川   　光 ｵｶﾞﾜ　ﾚｲ 津田黒潮 クラブ 女子

38 長谷原 彩音 ﾊｾﾊﾗ　ｱﾔﾈ 津田黒潮 クラブ 女子

39 岡本  　夢 ｵｶﾓﾄ　ﾕﾒ YSCｵｰﾚ 中西部 女子
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