
大野　真 ｵｵﾉ ﾏｺﾄ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】

加藤　賢ニ ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】

岡本　三代 ｵｶﾓﾄ ﾐﾖ 【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】

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/ＪＦＡアカデミー堺】

宮本　ともみ ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾐ

矢野　喬子 ﾔﾉ ｷｮｳｺ 【神奈川大学】

Pos 氏名 カナ表記 生年月日 所　　　属 都道府県

GK 小林　未歩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 1999.05.06 166 cm 61 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-16 千葉県

GK 米澤　萌香 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾓｴｶ 1999.08.16 164 cm 53 kg 日テレ・メニーナ・セリアス 東京都

GK 赤星　朋実 ｱｶﾎｼ ﾄﾓﾐ 1999.10.26 162 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 福岡県

GK 湯浅　里香子 ﾕｱｻ ﾘｶｺ 1999.11.15 161 cm 55 kg 青崎サッカークラブHanako Clover's 広島県

FP 吉間　かれん ｷﾁﾏ ｶﾚﾝ 1999.04.19 157 cm 45 kg 栃木サッカークラブレディース 栃木県

FP 井芹　夏稀 ｲｾﾘ ﾅﾂｷ 1999.04.20 155 cm 43 kg JFAアカデミー福島 福島県

FP 高橋　萌々香 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ 1999.04.30 153 cm 47 kg プルミエール徳島サッカークラブ（JFAアカデミー堺） 徳島県

FP 千葉　玲海菜 ﾁﾊﾞ ﾚﾐﾅ 1999.04.30 160 cm 48 kg リベルダード磐城 福島県

FP 脇阪　麗奈 ﾜｷｻｶ ﾚｲﾅ 1999.05.02 159 cm 52 kg セレッソ大阪堺レディース 大阪府

FP 森本　紗也佳 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾔｶ 1999.05.12 164 cm 49 kg F.C.コーマレディースアザレア 香川県

FP 金平　莉紗 ｶﾈﾋﾗ ﾘｻ 1999.05.21 163 cm 49 kg 岡山湯郷BelleU-15・U-18 岡山県

FP 市瀬　千里 ｲﾁﾉｾ ﾁｻﾄ 1999.06.07 166 cm 54 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-16 千葉県

FP 塚本　夏希 ﾂｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 1999.06.08 158 cm 44 kg JFAアカデミー福島 福島県

FP 江刺　亜摘 ｴｻｼ ｱﾂﾞﾐ 1999.06.25 155 cm 51 kg 常葉学園橘中女子サッカー部 静岡県

FP 千葉　菜々美 ﾁﾊﾞ ﾅﾅﾐ 1999.06.25 154 cm 38 kg JFAアカデミー福島 福島県

FP 沖野　くれあ ｵｷﾉ ｸﾚｱ 1999.07.12 166 cm 57 kg クラブフィールズ・リンダ 北海道

FP 唐橋　万結 ｶﾗﾊｼ ﾏﾕ 1999.08.04 157 cm 46 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 内藤　夏鈴 ﾅｲﾄｳ ｶﾘﾝ 1999.08.22 154 cm 48 kg バーモス恵庭フットボールクラブ 北海道

FP 滝川　結女 ﾀｷｶﾜ ﾕﾒ 1999.08.31 152 cm 44 kg 楠クラブレディース 三重県

FP 曽根　七海 ｿﾈ ﾅﾅﾐ 1999.09.02 151 cm 40 kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-16 千葉県

FP 中塚　沙希 ﾅｶﾂｶ ｻｷ 1999.09.03 158 cm 48 kg F.C.コーマレディースアザレア 香川県

FP 鈴木　銘 ｽｽﾞｷ ﾒｲ 1999.09.08 160 cm 54 kg ASCレディース 北海道

FP 松永　未衣奈 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｲﾅ 1999.09.12 161 cm 43 kg 徳島ラティーシャ 徳島県

FP 宮本　華乃 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾉ 1999.09.14 160 cm 48 kg ロアッソ熊本ジュニアユース 熊本県

FP 井上　陽菜 ｲﾉｳｴ ﾋﾅ 1999.09.16 157 cm 50 kg セレッソ大阪堺レディース 大阪府

FP 大久保　香穂 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾎ 1999.09.22 147 cm 39 kg ドリームチェイサー 山口県

FP 平田　朋 ﾋﾗﾀ ﾄﾓ 1999.10.06 162 cm 51 kg YASU club U-15 滋賀県

FP 岩下　胡桃 ｲﾜｼﾀ ｸﾙﾐ 1999.11.02 166 cm 55 kg 栃木サッカークラブレディース 栃木県

FP 高平　美憂 ﾀｶﾋﾗ ﾐﾕｳ 1999.11.04 164 cm 53 kg JFAアカデミー福島 福島県

FP 原田　結奈 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｲﾅ 1999.11.18 150 cm 40 kg 青崎サッカークラブHanako Clover's 広島県

FP 加藤　希 ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 1999.12.09 159 cm 46 kg 青崎サッカークラブHanako Clover's 広島県

FP 牛島　理子 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｺ 1999.12.12 152 cm 42 kg ロアッソ熊本ジュニアユース 熊本県

FP 林　かおる ﾊﾔｼ ｶｵﾙ 1999.12.21 161 cm 47 kg OWLET FC U-15 愛知県

FP 宝田　沙織 ﾀｶﾗﾀﾞ ｻｵﾘ 1999.12.27 167 cm 52 kg セレッソ大阪堺レディース（JFAアカデミー堺） 大阪府

FP 田村　鈴香 ﾀﾑﾗ ｽｽﾞｶ 2000.02.01 160 cm 45 kg FCヴィトーリア（JFAアカデミー堺） 大阪府

FP 有馬　りこ ｱﾘﾏ ﾘｺ 2000.02.05 158 cm 45 kg PRINCESS CAMELLIA FC 宮崎県

FP 小嶋　星良 ｺｼﾞﾏ ｾｲﾗ 2000.02.05 156 cm 48 kg 浦和レッズレディースユース 埼玉県

FP 武田　菜々子 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｺ 2000.02.17 164 cm 48 kg 秋田L.F.C.ユース 秋田県

FP 山田　ひかり ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾘ 2000.02.17 157 cm 49 kg 常葉学園橘中女子サッカー部 静岡県

FP 森中　陽菜 ﾓﾘﾅｶ ﾋﾅ 2000.02.18 157 cm 47 kg セレッソ大阪堺レディース 大阪府

FP 高橋　はな ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 2000.02.19 160 cm 53 kg 浦和レッズレディースユース 埼玉県

FP 土肥　穂乃香 ﾄﾞﾋ ﾎﾉｶ 2000.02.27 165 cm 51 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 加藤　ゆあ ｶﾄｳ ﾕｱ 2000.03.21 161 cm 50 kg FCみやぎ 宮城県
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