
№ 都道府県名 選手名 フリカナ 身長(cm） 体重(㎏) ポジション 利き手 学年 学校・チーム名

1 北海道 神田　拓弥 カンダ　タクミ 179 70 LW/LB/RW 右 高１ 札幌静修高等学校

2 北海道 臼井　拓己 ウスイ　タクミ 185 71 LB・CB 右 中3 函館市立　本通中学校

3 岩手県 鎌倉　悠真 カマクラ　ユウシン 184 71 LB 右 中２ 花巻市立　花巻中学校

4 茨城県 鴻巣　開輝 コウノス ハルキ 174 64 RB 左 中３ つくば市立　手代木中学校

5 群馬県 神戸　直輝 カンベ ナオキ 181 62 RB 左 高１ 県立　富岡高等学校

6 埼玉県 松原 敦希 マツバラ アツキ 180 72 LB 右 高１ 浦和学院高等学校

7 埼玉県 清黒　瞳太 キヨクロ トウタ 175 65 RB 左 中３ 三郷市立　北中学校

8 神奈川県 守屋　雄司 モリヤ ユウジ 175 67 LB 右 中３ 横浜市立　岩崎中学校

9 山梨県 渡邉　雄大 ワタナベ ユウダイ 175 60 LB/CB/RW 右 中３ 山梨市立　山梨南中学校

10 富山県 井上　明 イノウエ　アカル 174 72 RB 左 高１ 高岡向陵高等学校

11 富山県 紅出　勘太郎 ベニデ　カンタロウ 184 86 GK 右 高1 県立　氷見高等学校

12 富山県 鎌仲　大夢 カマナカ　ヒロム 175 55.1 LB/CB 右 中３ 氷見市立　北部中学校

13 富山県 松下　幸祐 マツシタ　コウスケ 181 100 GK 右 中３ 富山市立　呉羽中学校

14 石川県 市本　遼太郎 イチモト　リョウタロウ 180 67 LB 右 高１ 県立　小松高等学校

15 福井県 藤坂　尚輝 フジサカ　ナオキ 180 65 CB 右 高1 北陸高等学校

16 長野県 北澤　天翔 キタザワ　タカト 182 90 PV 右 中３ 千曲市立　屋代中学校

17 岐阜県 光賀　晴希 コウガ　ハルキ 188 79 PV 右 高1 高山西高等学校

18 岐阜県 下屋　颯悟 シモヤ　ソウゴ 175 61 LW/LB 右 高１ 岐阜東高等学校

19 岐阜県 栗田　哲太 クリタ　テッタ 182 74 LB 右 中3 ヴァルト岐阜

20 岐阜県 横田　怜 ヨコタ　レン 180 59 LB/CB 右 中3 高山市立　東山中学校

21 愛知県 細野　聖太 ホソノ　ショウタ 182 73 RB/RW 左 中3 豊岡市立　藤岡南中学校

22 三重県 酒井　翔麻 サカイ　ショウマ 188 80 LB/RB 右 高1 県立　四日市工業高等学校

23 大阪府 林　優尊 ハヤシ　ユウト 187 80 GK 右 高1 大阪体育大学浪商高等学校

24 大阪府 安達　圭吾 アダチ　ケイゴ 174 65 LB/CB 右 中３ 大阪体育大学浪商中学校

25 大阪府 下川　陽向 シモカワ　ヒナタ 168 60
LW/LB/
CB/RB 右 中３ 大阪体育大学浪商中学校

26 大阪府 土岐　勇斗 トキ　ユウト 180 80 PV 右 中３ 大阪体育大学浪商中学校

27 兵庫県 荒瀬　廉 アラセ　レン 171 61 RB 左 高1 神戸国際大学附属高等学校

28 鳥取県 花本　大空 ハナモト　ソラ 182 76 GK 右 中３ 境港市立　第二中学校

29 岡山県 斎藤　伎海 サイトウ　タクミ 180 67 CB 右 高1 岡山理科大学付属高等学校

30 広島県 大﨑　優太 オオサキ　ユウタ 176 64 RB 左 中３
広島メイプルレッズ

ジュニアスポーツクラブ

31 山口県 竹下　春日 タケシタ　ハルヒ 172 65 LB/CB 右 中３ 岩国市立　平田中学校

32 愛媛県 大浦　和真 オオウラ　カズマ 186 86 RB 左 高1 県立　松山東高等学校

33 高知県 依光　玲有 ヨリミツ　レアル 180 60 CB 左 中３ 県立　高知南中学校
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34 福岡県 細田　啓輔 ホソダ　ケイスケ 181 95 PV 右 高1 県立　新宮高等学校

35 長崎県 前田　一鷹 マエダ　カズタカ 181 69 RB 左 高1 瓊浦高等学校

36 熊本県 濱川　友奨 ハマカワ　ユウスケ 186 68 GK 右 中３ 熊本市立　長嶺中学校

37 鹿児島県 久木﨑　匠 クキザキ　タクミ 176 75 GK 右 中３ 霧島クラブ

38 沖縄県 伊禮　颯雅 イレイ　ソア 178 73 LB/CB 右 中3 浦添市立　神森中学校

39 沖縄県 親泊　寛粋 オヤドマリ　カンスイ 180 69 LB/PV 右 中3 浦添市立　神森中学校



№ 都道府県名 選手名 フリカナ 身長(cm) 体重(㎏) ポジション 利き手 学年 学校・チーム名

1 北海道 和泉　恋々音 イズミ　ココネ 162 54
LW/LB/
CB/RB 右 高1 函館大学付属柏稜高等学校

2 北海道 植本　理紗子 ウエモト　リサコ 158 52
LW/LB/
CB/RB 右 中3 メーヴェン釧路HBC

3 北海道 山野　紗由 ヤマノ　サユリ 168 55 LB/CB/RB 右 中3 メーヴェン釧路HBC

4 宮城県 佐藤　愛 サトウ　アイ 170 62 LB 右 高１ 聖和学園高等学校

5 宮城県 塚邊　美夏 ツカベ　ミナ 163 58 RB 左 中３ 富谷市立　成田中学校

6 福島県 新方　里桜 ニイガタ　リオ 171 48 RB/RW 両 中３ 郡山第一中学校

7 埼玉県 荒井　美咲 アライ ミサキ 164 49 CB 右 中３ 三郷市立　北中学校

8 埼玉県 芹澤　里音 セリザワ　リオン 165 59 LB 左 中２ 川口市立　榛松中学校

9 群馬県 田中　里咲 タナカ リサ 163 51 CB 右 中３ 富岡市立　西中学校

10 東京都 坪井　詩 ツボイ ウタ 162 59 LB 右 高１ 佼成学園女子高等学校

11 東京都 叶谷　紅名 カナタニ クレナ 165 55 RB/RW 左 中３ 東久留米市立　西中学校

12 東京都 吉田　七夕子 ヨシダ　ナナコ 164 60 CB 右 中３ 東久留米市立　西中学校

13 神奈川県 平井　美玖 ヒライ ミク 168 56 GK 右 高１  横浜創英高等学校

14 山梨県 鶴田　文乃 ツルダ フミノ 166 56 RB 左 高１ 県立　日川高等学校

15 富山県 佐々木　思和 ササキ　コトワ 161 57 CB/PV 右 高１ 高岡向陵高等学校

16 石川県 高来　葵美 タカギ　アイミ 165 55 LB 右 中３ 小松市立　芦城中学校

17 福井県 藤田　幸歩 フジタ　ユキホ 167 60 LB 右 高１ 県立 福井商業高等学校

18 長野県 小山　茜 オヤマ　アカネ 172 62 RB 左 中３ 千曲市立　埴生中学校

19 岐阜県 谷口　星羅 タニグチ　セイラ 165 60 GK 右 高１ 飛騨高山高等学校

20 愛知県 池戸　花奈 イケド　ハナ 174 58 RB 右 中３ 名古屋市立　守山中学校

21 愛知県 杉浦　葵 スギウラ　アオイ 173 53 LW/LB/CB 左 中３ 名古屋市立　守山中学校

22 愛知県 水谷　朱里 ミズタニ　アカリ 162 54 LB/CB 右 中３ 名古屋市立　扇台中学校

23 三重県 伊藤　朱里 イトウ　アカリ 165 56 PV 右 高１ 県立　四日市商業高等学校

24 三重県 加藤　愛望 カトウ　アイミ 166 56 GK 右 高１ 県立　四日市商業高等学校

25 三重県 今谷　琉果 イマタニ　ルカ 165 55 CB/RB 右 中３ 名張市立　名張中学校

26 滋賀県 曽田　里音 ソダ　リオン 173 73 GK 右 中３ 立命館守山中学校

27 京都府 久保田　希歩 クボタ　ノア 165 58 PV 右 中３ 京田辺市立　培良中学校

28 大阪府 小林　実杜 コバヤシ　ミト 158 53 LB/CB/RB 右 中３ 大阪ジュニアクラブ

29 兵庫県 石坪　彩瑛 イシツボ　サエ 168 64 CB 右 高１ 神戸星城高等学校

30 和歌山県 金川　乙葉 カナガワ　オトハ 174 59 RB 左 高１ 高野山高等学校

31 岡山県 梶田　夏希 カジタ　ナツキ 170 52 LB 右 中2 倉敷市立　南中学校

32 山口県 網本　桃愛 アミモト　モモア 164 57 LB/CB/RB 右 高1 高水高等学校
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33 香川県 溝淵　那月 ミゾブチ　ナツキ 167 54 LB/CB 右 中３ 高松市立　香川第一中学校

34 愛媛県 大槻　美海 オオツキ　ミウ 153 48 CB/RB 左 高１ 県立　今治東中等教育学校

35 福岡県 池畑　咲和 イケハタ　サワ 167 59 LB 右 高1 明光学園高等学校

36 福岡県 外口　若菜 ホカグチ　ワカナ 169 60 RB/RW 左 中３ とびうめジュニア

37 長崎県 吉武　美咲 ヨシタケ　ミサキ 173 59 LB/PV 右 中３ 長崎ジュニア

38 大分県 石川　空 イシカワ　ソラ 168 58 CB 左 高1 県立　大分鶴崎高等学校

39 宮崎県 鈴木　理允 スズキ　リエ 160 50 CB 右 中２ 宮崎市立 大宮中学校

40 鹿児島県 篠原  優和 シノハラ　ユウカ 172 60 LB 右 中３ 霧島クラブ

41 鹿児島県 髙城　美空 タキ　ミソラ 159 60 LB 右 中３ 霧島市立　隼人中学校

42 沖縄県 西田　瑞歩 ニシダ　ミズホ 161 54 LB/RB 右 高1 県立　コザ高等学校

43 沖縄県 砂川　茉穂 スナガワ　マホ 162 53 RB/RW 左 中3 浦添市立　仲西中学校

44 沖縄県 比嘉　楓 ヒガ　カエデ 168 69 GK 右 中3 沖縄市立　美東中学校
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