
地域 ポジション 氏名 フリガナ 生年月日 学年 身長 体重 都道府県 登録チーム

北海道 DF/MF 小笠原�由衣 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲ 2004/04/20 中2 162cm 55kg 北海道 旭川女子アチーボ

北海道 MF 大西�暖乃 ｵｵﾆｼ ﾉﾝﾉ 2004/06/22 中2 165cm 46kg 北海道 十勝FSリトルガールズ

北海道 MF 金井�里和 ｶﾅｲ ﾘﾜ 2004/09/20 中2 153cm 51kg 北海道 クラブフィールズリンダ

北海道 MF/FW 川本�美羽 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾊﾈ 2004/10/18 中2 155cm 44kg 北海道 北海道リラ・コンサドーレ

北海道 MF 坂尾�光梨 ｻｶｵ ﾋｶﾘ 2004/10/27 中2 163cm 60kg 北海道 岩見沢市立光陵中学校サッカー部

北海道 GK 野坂�美咲 ﾉｻﾞｶ ﾐｻｷ 2004/11/16 中2 155cm 49kg 北海道 北海道リラ・コンサドーレ

北海道 MF 紺谷�あろえ ｺﾝﾀﾆ ｱﾛｴ 2005/06/03 中1 161cm 49kg 北海道 北海道リラ・コンサドーレ

北海道 FW 米村�歩夏 ﾖﾈﾑﾗ ﾎﾅﾂ 2005/07/17 中1 155cm 47kg 北海道 十勝FSリトルガールズ

北海道 MF/FW 遠藤�瑚子 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｺ 2006/01/30 中1 148cm 40kg 北海道 北海道リラ・コンサドーレ

北海道 MF 中嶋�美悠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ 2006/04/01 中1 140cm 36kg 北海道 北海道リラ・コンサドーレ

東北 MF/FW 正野�瑠菜 ﾏｻﾉ ﾙﾅ 2004/04/22 中2 159cm 48kg 宮城県 マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース

東北 GK 川村�優奈 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾅ 2004/05/14 中2 158cm 55kg 宮城県 マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース

東北 FW 竹内�瀬戸香 ﾀｹｳﾁ ｾﾄｶ 2004/06/06 中2 157cm 47kg 青森県 五戸町スポーツクラブ

東北 FW 遠藤�ゆめ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒ 2004/06/30 中2 145cm 37kg 宮城県 マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース

東北 DF 佐々木�未唯 ｻｻｷ ﾐﾕ 2004/07/09 中2 159cm 56kg 宮城県 マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース

東北 MF 大槻�桃華 ｵｵﾂｷ ﾓﾓｶ 2004/08/21 中2 159cm 54kg 宮城県 マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース

東北 FW 大槻�美生 ｵｵﾂｷ ﾐｵ 2004/11/02 中2 158cm 50kg 福島県 いわきFC�Girls�U−15

東北 MF 菊地�優杏 ｷｸﾁ ﾕｱﾝ 2005/05/11 中1 166cm 57kg 岩手県 グルージャ盛岡�ジュニアユース

東北 MF 宮本�和心 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 2005/09/06 中1 157cm 45kg 青森県 五戸町スポーツクラブ

東北 MF 渡部�心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 2005/09/17 中1 151cm 42kg 福島県 会津サントスFCジュニアユース

東北 MF 柴田�瞳 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾐ 2005/11/23 中1 157cm 41kg 福島県 ビアンコーネ福島U−15

関東 FW 土方�麻椰 ﾋｼﾞｶﾀ ﾏﾔ 2004/04/13 中2 158cm 42kg 東京都 日テレ・メニーナ

関東 MF 野口�初奈 ﾉｸﾞﾁ ﾆｲﾅ 2004/04/27 中2 152cm 50kg 東京都 十文字中学校

関東 FW 根府�桃子 ﾈﾌﾞ ﾓﾓｺ 2004/05/28 中2 160cm 52kg 神奈川県 ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ

関東 GK 山﨑�琳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝ 2004/05/28 中2 162cm 51kg 埼玉県 浦和レッズレディースジュニアユース

関東 GK 田村�亜沙美 ﾀﾑﾗ ｱｻﾐ 2004/06/11 中2 172cm 68kg 千葉県 ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU−15

関東 FW 﨑岡�由真 ｻｷｵｶ ﾕﾏ 2004/06/15 中2 158cm 45kg 埼玉県 浦和レッズレディースジュニアユース

関東 DF 安積�和季 ｱｽﾞﾐ ｶｽﾞｷ 2004/07/12 中2 157cm 44kg 東京都 日テレ・メニーナ

関東 MF 大曽根�由乃 ｵｵｿﾈ ﾖｼﾉ 2004/07/26 中2 153cm 48kg 東京都 スフィーダ世田谷FCユース

関東 FW 出原�音波 ｲﾂﾞﾊﾗ ｵﾄﾊ 2004/08/02 中2 146cm 42kg 東京都 INAC多摩川レオネッサU-18

関東 FW/MF 山﨑�綾乃 ﾔﾏｻｷ ｱﾔﾉ 2004/09/07 中2 150cm 46kg 千葉県 ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU−15

関東 MF 大山�愛笑 ｵｵﾔﾏ ｱｴﾑ 2004/09/19 中2 158cm 51kg 東京都 日テレ・メニーナ

関東 MF 角田�楓佳 ﾂﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 2004/10/24 中2 152cm 45kg 埼玉県 浦和レッズレディースジュニアユース

関東 MF 塚崎�萌美 ﾂｶｻﾞｷ ﾓｴﾐ 2005/04/21 中1 154cm 49kg 埼玉県 浦和レッズレディースジュニアユース

関東 DF 岡村�來佳 ｵｶﾑﾗ ﾗｲｶ 2005/07/30 中1 162cm 48kg 埼玉県 浦和レッズレディースジュニアユース

関東 FW 樋渡�百花 ﾋﾜﾀﾘ ﾓｶ 2005/10/09 中1 158cm 41kg 東京都 日テレ・メニーナ

関東 FW 久保田�真生 ｸﾎﾞﾀ ﾏｵ 2005/10/17 中1 152cm 42kg 東京都 スフィーダ世田谷FCユース

関東 DF 米口�和花 ﾖﾈｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ 2005/11/23 中1 166cm 47kg 東京都 日テレ・メニーナ

関東 FW 竹内�愛未 ﾀｹｳﾁ ｱﾐ 2005/12/16 中1 152cm 46kg 埼玉県 浦和レッズレディースジュニアユース

関東 MF 今野�真帆 ｺﾝﾉ ﾏﾎ 2005/12/20 中1 144cm 36kg 埼玉県 浦和レッズレディースジュニアユース

東海 MF/FW 中川�冬萌 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓ 2004/01/13 中3 154cm 43kg 三重県 楠クラブレディース

東海 FW 日比野�歩空 ﾋﾋﾞﾉ ﾎｸ 2004/02/12 中3 159cm 51kg 三重県 みえ高田FC

東海 FW ベアード�サマー ﾍﾞｱｰﾄﾞ ｻﾏｰ 2004/04/22 中2 170cm 61kg 静岡県 アスルクラロ沼津

東海 GK 安間�帆乃香 ｱﾝﾏ ﾎﾉｶ 2004/06/28 中2 157cm 52kg 静岡県 ジュビロ磐田レディース

東海 MF/FW 鈴木�心菜 ｽｽﾞｷ ｺｺﾅ 2004/09/24 中2 159cm 51kg 静岡県 藤枝順心サッカークラブジュニアユース

東海 FW 亀井�七奈 ｶﾒｲ ﾅﾅ 2004/10/08 中2 165cm 55kg 愛知県 NGUラブリッジ名古屋ユース

東海 FW 伊藤�琴音 ｲﾄｳ ｺﾄﾈ 2004/10/10 中2 150cm 41kg 静岡県 常葉大学附属橘中学校女子サッカー部

東海 MF 榊原�琴乃 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺﾄﾉ 2004/10/11 中2 158cm 48kg 静岡県 常葉大学付属橘中学校女子サッカー部

東海 FW 鍵谷�天 ｶｷﾞﾀﾆ ｿﾗ 2004/11/01 中2 165cm 53kg 岐阜県 NGUラブリッジ名古屋ユース

東海 DF/MF/FW 青木�夕奈 ｱｵｷ ﾕｳﾅ 2005/01/11 中2 164cm 56kg 静岡県 常葉大学附属橘中学校女子サッカー部

東海 MF 山田�歩美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 2005/02/06 中2 156cm 46kg 愛知県 NGUラブリッジ名古屋ユース

東海 MF 青井�麻衣 ｱｵｲ ﾏｲ 2005/09/12 中1 161cm 46kg 愛知県 F．C．DIVINE

東海 MF 吉田�玲音 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾉﾝ 2005/10/29 中1 165cm 50kg 愛知県 NGUラブリッジ名古屋Jr．ユース

AC福島 MF 濱野�穂乃香 ﾊﾏﾉ ﾎﾉｶ 2004/05/27 中2 156cm 53kg 静岡県 JFAアカデミー福島

AC福島 MF 松窪�真心 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾏﾅｶ 2004/07/28 中2 153cm 45kg 静岡県 JFAアカデミー福島

AC福島 MF 佐々木�里緒 ｻｻｷ ﾘｵ 2004/09/17 中2 151cm 43kg 静岡県 JFAアカデミー福島

AC福島 MF 谷川�萌々子 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾓﾓｺ 2005/05/07 中1 161cm 45kg 静岡県 JFAアカデミー福島

AC福島 FW 米田�百佳 ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ 2005/06/12 中1 160cm 48kg 静岡県 JFAアカデミー福島

AC福島 MF 吉岡�心 ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾛ 2005/07/17 中1 155cm 47kg 静岡県 JFAアカデミー福島

AC福島 MF 金成�瑠那 ｶﾈﾅﾘ ﾙﾅ 2005/08/12 中1 154cm 43kg 静岡県 JFAアカデミー福島
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