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公益財団法人 日本サッカー協会

西川　誠太 ﾆｼｶﾜ ｾｲﾀﾞｲ
大橋　浩司 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ
関口　剛史 ｾｷｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

加藤　好男 ｶﾄｳ ﾖｼｵ

Pos. 選手名 フリガナ 生年月日 　　所　属

GK 成田　三太郎 ﾅﾘﾀ ｻﾝﾀﾛｳ 2003.05.09 182 cm 73 kg 東海ｽﾎﾟｰﾂ

GK 谷口　璃成 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｯｾｲ 2003.06.07 185 cm 75 kg 勝賀中

GK 川崎　淳 ｶﾜｻｷ ｱﾂｼ 2003.07.05 190 cm 73 kg 水橋FC U-15

FP 小関　一樹 ｺｾｷ ｶｽﾞｷ 2003.04.04 166 cm 55 kg 山形FCジュニアユース

FP 久保　一輝 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 2003.04.06 170 cm 70 kg FCゼブラ

FP 関谷　亮仁 ｾｷﾀﾆ ﾘｮｳｼﾞﾝ 2003.04.10 178 cm 61 kg アスペガスフットボールクラブ

FP 石尾　空太 ｲｼｵ ｿﾗﾀ 2003.04.13 167 cm 53 kg Pateo Football Club金沢ジュニアユース

FP 栗山　諒 ｸﾘﾔﾏ ﾘｮｳ 2003.04.18 165 cm 58 kg 横浜ジュニオールJY

FP 小山　巧登 ｺﾔﾏ ﾀｸﾄ 2003.04.18 177 cm 65 kg 名古屋フットボールクラブ・EAST

FP 三宅　優翔 ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ 2003.05.21 181 cm 72 kg ヴェルデラッソ松阪U-15

FP 東　昂希 ﾋｶﾞｼ ｺｳｷ 2003.06.04 175 cm 66 kg 神戸フットボールクラブジュニアユース

FP 大石　稜也 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾔ 2003.06.09 167 cm 60 kg 明徳義塾中

FP 清水　和馬 ｼﾐｽﾞｶｽﾞﾏ 2003.06.13 163 cm 54 kg 静岡学園中

FP 内藤　大夢 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾑ 2003.06.18 165 cm 54 kg グランセナ新潟ＦＣジュニアユース

FP 田村　優喜 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 2003.06.27 168 cm 60 kg 尾間木中

FP 佐々木　健瑠 ｻｻｷ ﾀｹﾙ 2003.06.29 167 cm 57 kg 山形ＦＣジュニアユース

FP 小松　泰陽 ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ 2003.07.02 176 cm 58 kg Ｕスポーツクラブ

FP 桐木　士 ｷﾘｷ ﾂｶｻ 2003.07.08 174 cm 60 kg 益田市立横田中学校サッカー部

FP 中久喜　洋希 ﾅｶｸｷ ﾋﾛｷ 2003.07.13 170 cm 62 kg 宇都宮市立豊郷中学校サッカー部

FP 大渕　来珠 ｵｵﾌﾞﾁ ﾗｲｼﾞｭ 2003.07.21 168 cm 56 kg PLEASURE SC U-15

FP 西田　嵐之介 ﾆｼﾀﾞ ﾗﾝﾉｽｹ 2003.08.09 173 cm 66 kg 八尾大正フットボールクラブ

FP 川畑　優翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 2003.09.09 177 cm 65 kg 大豆戸ＦＣジュニアユース

FP 佐野　航大 ｻﾉ ｺｳﾀﾞｲ 2003.09.25 169 cm 55 kg FC Viparte

FP 久保田　琳太 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾝﾀ 2003.12.11 189 cm 75 kg ＳＳＳジュニアユース

FP 藤井　楓 ﾌｼﾞｲ ｶｴﾃﾞ 2003.12.18 162 cm 54 kg 小倉南フットボールクラブジュニアユース

FP 榎本　圭真 ｴﾉﾓﾄ ｹｲﾏ 2004.01.02 182 cm 64 kg 帯広フットボールクラブ

FP 真鍋　隼虎 ﾏﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 2004.01.02 177 cm 68 kg 高槻フットボールクラブジュニアユース

身長 体重
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2018タウンクラブ・中体連キャンプ（8/23～8/26＠静岡県）
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