
No Pos 氏名 フリガナ 都道府県名 女子

1 GK 飯野　修平 イイノ　シュウヘイ 愛媛県

2 GK 藤田　大豊 フジタ　ヒロト 愛媛県

3 FP 藤澤　昴謙 フジサワ　コウケン 愛媛県

4 FP 菅野　翔斗 カンノ　タケト 愛媛県

5 FP 玉上　集翔 タマガミ　シュウト 愛媛県

6 FP 清水　大嗣 シミズ　ヒロツグ 愛媛県

7 FP 大平　遼康 オオヒラ　リョウコウ 愛媛県

8 FP 岡田　樹 オカダ　タツキ 愛媛県

9 FP 高谷　依吹 タカタニ　イブキ 愛媛県

10 FP 平塚　幸真 ヒラツカ　コウマ 愛媛県

11 FP 村上　蒼織 ムラカミ　アオシ 愛媛県

12 FP 熊野　敬二郎 クマノ　ケイジロウ 愛媛県

13 FP 川合　海遼 カワイ　カイト 愛媛県

14 FP 兵頭　来良 ヒョウドウ　ライラ 愛媛県 ○

15 FP 吉見　翔 ヨシミ　カケル 愛媛県

16 FP 中平 大介 ナカヒラ　ダイスケ 愛媛県

17 GK 前川　海 マエカワ　カイ 香川県

18 GK 詫間　啓史 タクマ　サトシ 香川県

19 FP 松本　有未 マツモト　ユミ 香川県 ○

20 FP 増田　大夢 マスダ　ヒロム 香川県

21 FP 広瀬　蒼大 ヒロセ　ソウタ 香川県

22 FP 芝田　斗雅 シバタ　トウマ 香川県

23 FP 田中　優佑 タナカ　ユウスケ 香川県

24 FP 逢坂　利都生 オオサカ　リツキ 香川県

25 FP 川地　鉄平 カワヂ　テッペイ 香川県

26 FP 正木　浩輔 マサキ　コウスケ 香川県

27 FP 横田　蒼依 ヨコタ　アオイ 香川県

28 FP 木谷　亮太 キタニ　リョウタ 香川県

29 FP 二川　魁人 フタガワ　カイト 香川県

30 FP 溝渕　斗唯 ミゾブチ　トウイ 香川県

31 FP 平田　涼也 ヒラタ　リョウヤ 香川県

32 FP 武下　智哉 タケシタ　トモヤ 香川県

33 FP 野並　柊 ノナミ　シュウ 高知県

34 GK 川村　剛司 カワムラ　タケシ 高知県

35 GK 岡林　侑也 オカバヤシ　ユウヤ 高知県

36 FP 山田　日向 ヤマダ　ヒュウガ 高知県

37 FP 泉　幸輝 イズミ　コウキ 高知県

38 FP 南部　大輝 ナンブ　ダイキ 高知県

39 FP 味元　陽明 ミモト　ヤヒロ 高知県

40 FP 大野　宏斗 オオノ　ヒロト 高知県

41 FP 楠瀬　海 クスノセ　カイ 高知県

42 FP 川田　愛斗 カワダ　マナト 高知県

43 FP 石戸　聖南 イシト　セナ 高知県

44 FP 辻元　智哉 ツジモト　トモヤ 高知県

45 FP 寺内　大叶 テラウチ　ヒロト 高知県

46 FP 松下　総龍 マツシタ　ソウリュウ 高知県

47 FP 関田　隆之介 セキタ　リュノスケ 高知県

48 GK 東谷　勇輝 ヒガシダニ　ユウキ 徳島県

49 GK 後東　尚輝 ゴトウ　ナオキ 徳島県

50 FP 加藤　拓海 カトウ　タクミ 徳島県

51 FP 大野　龍功 オオノ　リュウク 徳島県

52 FP 橋本　紫琉 ハシモト　シリル 徳島県

53 FP 原田　和佳 ハラダ　ワカ 徳島県 ○

54 FP 大住　六花 オオスミ　リッカ 徳島県 ○

55 FP 安藤　和生 アンドウ　ワセイ 徳島県

56 FP 西野　太陽 ニシノ　タイヨウ 徳島県

57 FP 岩佐　啓吾 イワサ　ケイゴ 徳島県

58 FP 中田　舜貴 ナカタ　シュンキ 徳島県

59 FP 近藤　蔵波 コンドウ　クラバ 徳島県

60 FP 藤田　樹 フジタ　ミキ 徳島県

61 FP 橋本　空新 ハシモト　ソアラ 徳島県

62 FP 近藤　大碧 コンドウ　ダイア 徳島県

63 FP 酒巻　成吾 サカマキ　セイゴ 徳島県

64 FP 片山　楓雅 カタヤマ　フウガ 徳島県
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