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【スタッフ】
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コーチングスタッフ／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】
GKコーチ 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／東海大学熊本】
GKコーチ 加藤　竜二 ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 【日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチ／JFAアカデミー福島】
GKコーチ 大石　七美 ｵｵｲｼ ﾅﾐ 【熊本県女子トレセンコーチ／慶誠高校女子サッカー部】

【選　手】
Pos. 選　手　名 生年月日 　　所　属

髙澤　佳弥乃 ﾀｶｻﾞﾜ ｶﾔﾉ 2002.05.14 165 cm 50 kg バニーズ京都SC flaps
扶蘇　友里乃 ﾌｿ ﾕﾘﾉ 2002.06.20 166 cm 54 kg 神戸市立有野中
中西　千恵海 ﾅｶﾆｼ ﾁｴﾐ 2002.12.08 165 cm 50 kg オルカ鴨川FC U‐15 
蜂須賀　桃花 ﾊﾁｽｶ ﾓﾓｶ 2003.02.05 165 cm 53 kg MOMOKO F.C 
髙橋　千空 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 2003.05.26 175 cm 61 kg F.C.SWAN U‐15
丸田　彩奈 ﾏﾙﾀ ｱﾔﾅ 2003.08.01 170 cm 59 kg 旭川女子アチーボ 
池田　帆希 ｲｹﾀﾞ ﾎﾏﾚ 2003.10.14 168 cm 54 kg 北九州フットボールクラブ ニューウェーブ北九州レディース

出濵　花音 ﾃﾞﾊﾏ ｶﾉﾝ 2003.10.26 169 cm 51 kg NGUラブリッジ名古屋Jr.ユース 
土屋　咲綺 ﾂﾁﾔ ｻｷ 2003.10.26 165 cm 51 kg セレソン群馬ヴァリエンテス 
鏡　有花 ｶｶﾞﾐ ｱﾘｶ 2003.12.11 168 cm 53 kg スフィーダ世田谷FCユース 
堤　樹理 ﾂﾂﾐ ｼﾞｭﾘ 2004.03.21 162 cm 47 kg みえ高田FC
長峰　怜愛 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾚｱ 2004.05.19 165 cm 50 kg 東小沢FCバンビーナ
佐野　陽菜 ｻﾉ ﾋﾅ 2004.05.22 172 cm 56 kg 松江シティRagazza 
中村　優乃華 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾉｶ 2004.07.03 165 cm 50 kg ラガッツァFC 
菊地　優杏 ｷｸﾁ ﾕｱﾝ 2005.05.11 162 cm 51 kg グルージャ盛岡ジュニア
ウルフ　ジェシカ結吏 ｳﾙﾌ ｼﾞｪｼｶﾕｳﾘ 2005.05.20 165 cm 47 kg AC等々力マーメイド 
斉田　佳歩 ｻｲﾀ ｶﾎ 2005.06.01 164 cm 50 kg 臨海小
北浦　未歩 ｷﾀｳﾗ ﾐﾎ 2005.06.04 154 cm 38 kg KSSFC 
萩原　和奏 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾜｶﾅ 2005.07.10 148 cm 43 kg 南大谷キャッツサッカークラブ
小髙　聖愛 ｺﾀｶ ｾｲﾅ 2005.08.14 144 cm 33 kg バディフットボールクラブ 
松本　綾奈 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾅ 2005.08.17 160 cm 63 kg 江南南サッカー少年団
尾﨑　夏蓮 ｵｻﾞｷ ｶﾚﾝ 2005.08.26 153 cm 45 kg 東舞子サッカークラブ 
池田　まなを ｲｹﾀﾞ ﾏﾅｦ 2005.12.17 150 cm 35 kg 井吹台サッカークラブ 
岩崎　有波 ｲﾜｻｷ ｳﾙﾊ 2006.03.13 163 cm 50 kg FC80洋光台 
斎田　千百合 ｻｲﾀ ﾁﾕﾘ 2006.04.21 154 cm 44 kg FC.SERUM 
大井　さえ ｵｵｲ ｻｴ 2006.06.13 150 cm 40 kg HAMANO JFC 
松本　メイ乃 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲﾉ 2006.07.02 148 cm 43 kg 美作フットボールクラブ 
長田　莉奈 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 2006.07.10 161 cm 47 kg AC等々力マーメイド 
名和　咲香 ﾅﾜ ｻｺ 2006.08.29 152 cm 39 kg 高槻北大冠ZELCOVA FC U‐12 
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