
監督 加藤　賢二 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】
コーチ 北川　ちはる ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ／カティオーラフットボールクラブ】

井嶋　正樹 ｲｼﾞﾏ ﾏｻｷ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ／東海大熊本サッカー部】

Pos 氏名 カナ表記 生年月日 所　　　属 都道府県
GK 後藤　桜詩 ｺﾞﾄｳ ｵｳｶ 2001.04.25 157 cm 44 kg クラブフィールズ・リンダ 北海道
GK 石塚　芽依 ｲｼﾂﾞｶ ﾒｲ 2001.05.28 170 cm 65 kg 浦和レッズレディースジュニアユース 埼玉県
GK 松井　里央 ﾏﾂｲ ﾘｵ 2001.10.20 163 cm 51 kg 富山レディースサッカークラブ 富山県
FP 年本　有優香 ﾄｼﾓﾄ ｱﾕｶ 2001.03.10 157 cm 47 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府
FP 及川　莉子 ｵｲｶﾜ ﾘｺ 2001.04.09 150 cm 39 kg FCみやぎ 宮城県
FP 寺田　妃花 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾒｶ 2001.04.18 160 cm 51 kg 旭スポーツFCジュニアユース 宮崎県
FP 月東　優季乃 ｶﾞｯﾄｳ ﾕｷﾉ 2001.05.22 159 cm 44 kg 浦和レッズレディースジュニアユース 埼玉県
FP 後藤　若葉 ｺﾞﾄｳ ﾜｶﾊﾞ 2001.06.04 159 cm 45 kg 日テレ・メニーナ 東京都
FP 芳本　小夏 ﾖｼﾓﾄ ｺﾅﾂ 2001.06.19 165 cm 53 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府
FP 須田　麻鈴 ｽﾀﾞ ﾏﾘﾝ 2001.07.04 153 cm 45 kg NJSS 長崎県
FP 青木　柚香 ｱｵｷ ﾕｽﾞｶ 2001.07.08 145 cm 38 kg 京都精華女子中 京都府
FP 佐藤　茉由 ｻﾄｳ ﾏﾕ 2001.07.15 152 cm 41 kg アルビレックス新潟レディースU‐15 新潟県
FP 田中　智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 2001.07.16 158 cm 50 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府
FP 沖野　るせり ｵｷﾉ ﾙｾﾘ 2001.08.24 153 cm 43 kg クラブフィールズ・リンダ 北海道
FP 甲斐　碧海 ｶｲ ﾏﾘﾝ 2001.09.09 156 cm 43 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU‐16 千葉県
FP 甲斐　奈菜美 ｶｲ ﾅﾅﾐ 2001.09.20 148 cm 38 kg アスルクラロ沼津 静岡県
FP 大西　歩花 ｵｵﾆｼ ｱﾕｶ 2001.09.22 161 cm 51 kg 徳島ラティーシャ 徳島県
FP 北村　美羽 ｷﾀﾑﾗ ﾐｳ 2001.10.21 157 cm 42 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU‐15 千葉県
FP 宮田　あすか ﾐﾔﾀ ｱｽｶ 2001.10.31 147 cm 31 kg NGU名古屋FCレディースユース 愛知県
FP 井野　梨音 ｲﾉ ﾘｵﾝ 2001.11.07 145 cm 36 kg FC ELSOL 岡山県
FP 原田　采世 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｾ 2001.11.22 160 cm 47 kg アルビレックス新潟レディースU‐15 新潟県
FP 菊池　まりあ ｷｸﾁ ﾏﾘｱ 2001.12.05 153 cm 45 kg 神村学園中 鹿児島県
FP 森田　美紗希 ﾓﾘﾀ ﾐｻｷ 2002.01.11 148 cm 43 kg FCバイエルン ツネイシレディース 広島県
FP 長江　伊吹 ﾅｶﾞｴ ｲﾌﾞｷ 2002.03.03 158 cm 49 kg 富山レディースサッカークラブ 富山県
FP 中尾　萌々 ﾅｶｵ ﾓﾓ 2002.03.09 150 cm 39 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU‐13 千葉県
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