
大部　由美 ｵｵﾍﾞ ﾕﾐ 【日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ/ナショナルトレセンコーチ】

コーチ 狩野　倫久 ｶﾉｳ ﾐﾁﾋｻ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ/SAGAWA SHIGA FC】

コーチ 西村　陽介 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｽｹ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ/医療法人雨宮病院】

コーチ 利光　ちはる ﾄｼﾐﾂ 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】

GKｺｰﾁ 西入　俊浩 ﾆｼｲﾘﾄｼﾋﾛ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】　

GKｺｰﾁ 轟　奈都子 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾅﾂｺ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ/セレッソ大阪】

村岡　誠 ﾑﾗｵｶ ﾏｺﾄ 【フリーフィジカルコーチ】

Pos 氏名 カナ表記 生年月日 所　　　属 都道府県

GK 小笠原　梨紗 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｻ 2001.05.08 161 cm 47 kg 日テレ・メニーナ・セリアス 東京都

GK 谷口　夕姫 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷ 2001.07.07 165 cm 60 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府

GK 三宅　紗優 ﾐﾔｹ ｻﾕ 2001.07.22 158 cm 52 kg 岡山湯郷Belle　U-15・U-18　(JFAアカデミー堺） 岡山県

GK 松井　里央 ﾏﾂｲ ﾘｵ 2001.10.20 165 cm 54 kg 富山レディースサッカークラブ 富山県

GK 伊藤　七海 ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 2001.11.14 165 cm 54 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 千葉県

GK 大矢内　陽菜 ｵｵﾔﾅｲ ﾊﾙﾅ 2002.01.25 165 cm 55 kg 盛岡ゼブラレディースFC 岩手県

FP 武田　悠 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 2001.04.05 160 cm 53 kg FCみやぎ 宮城県

FP 渡辺　凜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 2001.04.07 154 cm 41 kg オールサウス石山SC　(JFAアカデミー堺） 滋賀県

FP 大道  奏 ｵｵﾐﾁ ｶﾅ 2001.04.08 158 cm 52 kg NGU名古屋FCレディースユース 愛知県

FP 及川　莉子 ｵｲｶﾜ ﾘｺ 2001.04.09 152 cm 43 kg FCみやぎ 宮城県

FP 大澤　春花 ｵｵｻﾜ ﾊﾙｶ 2001.04.15 158 cm 45 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 寺田　妃花 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾒｶ 2001.04.18 162 cm 54 kg 旭スポーツFCジュニアユース 宮崎県

FP 原田　えな ﾊﾗﾀﾞ ｴﾅ 2001.04.21 156 cm 46 kg 日テレ・メニーナ 東京都

FP 門脇　真依 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏｲ 2001/04/22 158 cm 49 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 松本　歩音 ﾏﾂﾓﾄ ﾎﾉ 2001/05/10 158 cm 50 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府

FP 平井　杏幸 ﾋﾗｲ ｱﾐｭ 2001.05.15 158 cm 47 kg INAC神戸レオンチーナ　(JFAアカデミー堺） 兵庫県

FP 一法師　央佳 ｲｯﾎﾟｳｼ ﾋﾛｶ 2001/05/16 164 cm 52 kg 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース 埼玉県

FP 増永　朱里 ﾏｽﾅｶﾞ ｱｶﾘ 2001.05.20 160 cm 48 kg INAC神戸レオンチーナ　(JFAアカデミー堺） 兵庫県

FP 月東　優季乃 ｶﾞｯﾄｳ ﾕｷﾉ 2001.05.22 163 cm 50 kg 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース 埼玉県

FP 小野　遥香 ｵﾉ ﾊﾙｶ 2001.06.13 170 cm 56 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 上田　佳奈 ｳｴﾀﾞ ｶﾅ 2001.06.29 153 cm 51 kg 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース 埼玉県

FP 齊藤　理子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 2001.07.01 154 cm 47 kg 十勝フェアスカイ　リトルガールズ 北海道

FP 須田　麻鈴 ｽﾀﾞ ﾏﾘﾝ 2001.07.04 158 cm 47 kg NJSS 長崎県

FP 青木　柚香 ｱｵｷ ﾕｽﾞｶ 2001.07.08 147 cm 40 kg 京都精華女子中学校サッカー部 京都府

FP 前田　佳澄 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾐ 2001.07.30 160 cm 47 kg 徳島ラティーシャ　(JFAアカデミー堺） 徳島県

FP 森本　栞梨 ﾓﾘﾓﾄ ｼｵﾘ 2001.08.10 158 cm 46 kg FCリフォルマ 香川県

FP 富岡　千宙 ﾄﾐｵｶ ﾁﾋﾛ 2001.08.15 161 cm 52 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 沖野　るせり ｵｷﾉ ﾙｾﾘ 2001.08.24 160 cm 50 kg クラブフィールズ・リンダ 北海道

FP 新田　萌夏 ﾆｯﾀ ﾓｴｶ 2001.09.07 160 cm 46 kg ヴィスポさやま 大阪府

FP 山後　玲奈 ｻﾝｺﾞ ﾚｲﾅ 2001.09.09 160 cm 50 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 渡邊　那奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 2001.09.22 151 cm 40 kg 日テレ・メニーナ・セリアス 東京都

FP 浅野　綾花 ｱｻﾉ ｱﾔｶ 2001.10.13 161 cm 53 kg FCヴィトーリア　(JFAアカデミー堺） 大阪府

FP 北村　美羽 ｷﾀﾑﾗ ﾐｳ 2001.10.21 160 cm 45 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 今藏　綾乃 ｲﾏｸﾗ ｱﾔﾉ 2001.10.23 158 cm 49 kg 愛媛FCレディースMIKAN 愛媛県

FP 野嶋　彩未 ﾉｼﾞﾏ ｱﾔﾐ 2001.10.27 158 cm 46 kg 藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー 静岡県

FP 井野　梨音 ｲﾉ ﾘｵﾝ 2001.11.07 150 cm 48 kg 岡山湯郷Belle　U-15・U-18 岡山県

FP 伊藤　彩羅 ｲﾄｳ ｻﾗ 2001.11.11 157 cm 46 kg 日テレ・メニーナ 東京都

FP 新井　美夕 ｱﾗｲ ﾐﾕ 2001.11.20 159 cm 47 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 原田　采世 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｾ 2001.11.22 161 cm 53 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 石田　千尋 ｲｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 2001.12.20 160 cm 47 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 大熊　環 ｵｵｸﾏ ﾀﾏｷ 2001.12.25 164 cm 51 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 森田　美紗希 ﾓﾘﾀ ﾐｻｷ 2002.01.11 149 cm 46 kg FC　バイエルン　ツネイシ　レディース 広島県

FP 木村　日咲 ｷﾑﾗ ﾁｻ 2002.02.18 155 cm 46 kg 岡山湯郷Belle　U-15・U-18 岡山県

FP 長江　伊吹 ﾅｶﾞｴ ｲﾌﾞｷ 2002.03.03 159 cm 51 kg 富山レディースサッカークラブ 富山県

FP 村岡　由梨 ﾑﾗｵｶ ﾕﾘ 2002.03.06 157 cm 47 kg 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース 埼玉県

FP 岩井　蘭 ｲﾜｲ ﾗﾝ 2002.03.29 159 cm 50 kg JFAアカデミー福島 静岡県
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