
地域 ポジション 氏名 フリガナ 生年月日 学年 都道府県 登録チーム（正式名称に訂正済み）

FW 長崎　咲弥 ナガサキ　サヤ 2005/4/14 中2 新潟県 アルビレックス新潟レディースＵ－１５

FW 宮元　陽菜 ミヤモト　ハルナ 2005/6/30 中2 石川県 ＦＣ．ＴＯＮレディース

MF 大山　海波 オオヤマ　ミナミ 2005/7/3 中2 新潟県 アルビレックス新潟レディースＵ－１５

DF 石野　柚良 イシノ　ユラ 2005/9/1 中2 新潟県 ＯＦＣファンタジスタ

GK 遠藤　花恋 エンドウ　カレン 2005/10/04 中2 新潟県 アルビレックス新潟レディースＵ－１５

DF 押田　果子 オシダ　カコ 2005/10/16 中2 新潟県 アルビレックス新潟レディースＵ－１５

DF 関　希美 セキ　ノゾミ 2005/10/27 中2 長野県 ＡＣ長野パルセイロ・シュヴェスター

MF 河合　結月 カワイ　ユヅキ 2005/11/27 中2 福井県 福井工業大学附属福井中学校女子サッカー部

FW 田中　聖愛 タナカ　セイラ 2005/12/7 中2 新潟県 アルビレックス新潟レディースＵ－１５

DF 弦間　結月 ゲンマ　ユヅキ 2006/12/5 中1 長野県 松本山雅ＦＣレディースＵ－１５

DF 楠　さやみ クスノキ　サヤミ 2005/4/26 中2 大阪府 セレッソ大阪堺アカデミー

MF 中谷　莉奈 ナカタニ　リナ 2005/4/27 中2 大阪府 セレッソ大阪堺アカデミー

FW 丸井　優奈 マルイ　ユウナ 2005/8/30 中2 大阪府 セレッソ大阪堺アカデミー

GK 桧谷　春花 ヒノキダニ　ハルカ 2007/02/09 中1 大阪府 ＲＥＳＣ　ＧＩＲＬＳ　Ｕ－１５

MF 北川　愛唯 キタガワ　アイ 2005/9/8 中2 大阪府 ＦＣヴィトーリア（AC堺）

MF 江口　碧華 エグチ　アオハ 2005/9/12 中2 大阪府 ＲＥＳＣ　ＧＩＲＬＳ　Ｕ－１５（AC堺）

FW 中村　優月 ナカムラ　ユヅキ 2005/10/9 中2 大阪府 ＲＥＳＣ　ＧＩＲＬＳ　Ｕ－１５

DF 白垣　うの シラガキ　ウノ 2005/10/11 中2 大阪府 セレッソ大阪堺アカデミー

DF 吉田　琉衣 ヨシダ　ルイ 2006/2/6 中2 大阪府 セレッソ大阪堺アカデミー

MF 井田　聖来 イダ　セイラ 2006/5/20 中1 大阪府 セレッソ大阪堺アカデミー

DF 永田　優奈 ナガタ　ユナ 2006/6/5 中1 大阪府 ＲＥＳＣ　ＧＩＲＬＳ　Ｕ－１５（AC堺）

DF 中井　星良 ナカイ　セイラ 2006/7/11 中1 兵庫県 ＩＮＡＣ神戸Ｕ－１５

GK 名和　咲香 ナワ　サコ 2006/8/29 中1 大阪府 セレッソ大阪堺アカデミー

DF 中田　昌那 ナカタ　マナ 2006/11/15 中2 大阪府 セレッソ大阪堺アカデミー

FW 松本　琉那 マツモト　ルナ 2006/11/16 中1 京都府 バニーズ京都ＳＣ　ｆｌａｐｓ　Ｕ－１５（AC堺）

MF 安部　羽南 アベ　ハナ 2005/4/18 中2 鳥取県 クローバー米子フィオーレＦＣ

DF 大久保　楓 オオクボ　カエデ 2005/5/9 中2 岡山県 ＦＣ　Ｃｈａｒｍｅ岡山アカデミー

DF 藤田　菜摘 フジタ　ナツミ 2005/5/23 中2 鳥取県 ＳＣ鳥取プエデＵ－１５

MF 今井　双葉 イマイ　フタバ 2005/6/20 中2 島根県 松江シティＲａｇａｚｚａ

GK 久本　千紗 ヒサモト　チサ 2005/10/07 中2 広島県 青崎フットボールクラブ　Ｈａｎａｋｏ　Ｃｌｏｖｅｒ’ｓ

DF 高木　咲希 タカキ　サキ 2005/7/1 中2 島根県 松江シティＲａｇａｚｚａ

GK 西原　紗矢 ニシハラ　サヤ 2005/10/19 中2 広島県 アンジュヴィオレＢＩＮＧＯ

FW 植本　愛実 ウエモト　アミ 2006/6/30 中1 広島県 アンジュヴィオレＢＩＮＧＯ

MF 板村　真央 イタムラ　マオ 2006/8/6 中1 広島県 シーガル広島レディース

FW 大津　可蓮 オオツ　カレン 2006/10/11 中1 広島県 シーガル広島レディース

MF 岸波　美采 キシナミ　ミコト 2006/10/19 中1 広島県 シーガル広島レディース

DF 磯野　美桜 イソノ　ミオ 2005/4/6 中2 香川県 Ｆ．Ｃ．コーマレディースアザレア（AC今治）

MF 柳原　さくら ヤナギハラ　サクラ 2005/5/19 中2 愛媛県 ＦＣ今治レディースＮＥＸＴ（AC堺）

GK 仙波　莉菜 センバ　リナ 2005/7/22 中2 愛媛県 愛媛ＦＣレディースＭＩＫＡＮ

MF 原田　柚葵 ハラダ　ユズキ 2005/8/8 中2 徳島県 ＦＣ　ＳＴＯＲＹ　Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ　メニーナ（AC今治）

FW 宮崎　愛 ミヤザキ　アイ 2005/9/5 中2 徳島県 ＦＣ　ＳＴＯＲＹ　Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ　メニーナ

MF 滑川　藍 ナメリカワ　アイ 2006/1/11 中2 徳島県 ＦＣ　ＳＴＯＲＹ　Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ　メニーナ（AC今治）

DF 小松　佑莉 コマツ　ユウリ 2006/2/16 中2 高知県 高知学園（AC今治）

MF 宮脇　結 ミヤワキ　ユイ 2006/3/8 中2 香川県 Ｆ．Ｃ．コーマレディースアザレア（AC今治）

MF 宮井　千徳 ミヤイ　チサト 2006/5/6 中1 香川県 ＭＯＭＯＫＯ　Ｆ．Ｃ（AC今治）

FW 尾崎　海音 オザキ　カノン 2006/8/31 中1 香川県 Ｆ．Ｃ．コーマレディースアザレア（AC今治）

MF 黒岩　沙羽 クロイワ　サワ 2005/4/10 中2 鹿児島県 神村学園中等部女子サッカー部

GK 宜野座　令愛 ギノザ　レア 2005/4/23 中2 沖縄県 ヴィクサーレ沖縄ＦＣナビィータユース

MF 堤田　真凜 ツツミダ　マリン 2005/5/9 中2 福岡県 ＣＡグランロッサ
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FW 阿間見　茜 アマミ　アカネ 2005/6/9 中2 福岡県 福岡Ｊ・アンクラス

MF 山名　映理 ヤマナ　エリ 2005/7/22 中2 福岡県 ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ　ＮＥＯ　ＪＵＮＩＯＲ　ＹＯＵＴＨ

GK 上野　理佐 ウエノ　リサ 2006/04/10 中1 熊本県 ＦＣ　ＬＩＳＯＬ

FW 今村　凉凪 イマムラ　リョウナ 2005/8/24 中2 鹿児島県 日置シーガルズＦＣ

GK 宇保　ひなの ウホ　ヒナノ 2005/05/26 中2 沖縄県 ｃａｓａ　ｏｋｉｎａｗａ　ａｌｅ

MF 福岡　結 フクオカ　ユイ 2005/11/6 中2 熊本県 熊本ユナイテッドＳＣフローラ

FW 辻澤　亜唯 ツジサワ　アイ 2005/12/17 中2 福岡県 ＦＣ　グローバル

MF 濵田　若那 ハマダ　ワカナ 2006/3/23 中2 福岡県 ＦＣカミーリア筑紫野Ｕ１５

MF 久保　百果 クボ　モモカ 2006/4/22 中1 鹿児島県 神村学園中等部女子サッカー部

MF 藤本　美希 フジモト　ミキ 2006/6/7 中1 鹿児島県 太陽スポーツクラブＵ－１５

MF 山田　愛実 ヤマダ　マナミ 2007/3/5 中1 福岡県 ひびきサッカースクールＵ－１５

MF 弟子丸　紗羽 デシマル　スズハ 2007/3/25 中1 福岡県 ＡＮＣＬＡＳアルバ

DF 名木野　桃嘉 ナギノ　モモカ 2006/4/26 中1 AC ＪＦＡアカデミー福島

MF 木村　未来 キムラ　ミキ 2006/5/30 中1 AC ＪＦＡアカデミー福島
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