
ｺｰﾁ（ﾁｰﾌ）淀川　知治 ﾖﾄﾞｶﾜ ﾄﾓﾊﾙ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 関東担当】
コーチ 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 チーフ】
コーチ 大部　由美 ｵｵﾍﾞ ﾕﾐ 【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 サブチーフ】
コーチ 松田　哉 ﾏﾂﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 北海道担当/釧路リベラルティ】
コーチ 西村　陽介 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｽｹ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 北信越担当】
コーチ 浦田　敏己 ｳﾗﾀ ﾄｼｷ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 東海担当/静岡産業大学】
コーチ 高須　理稔 ﾀｶｽ ﾏｻﾄｼ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 関西担当/JFAアカデミー堺】
コーチ 和田　敬 ﾜﾀﾞ ｹｲ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 中国担当/岡山県立玉野高等学校】
コーチ 影山　啓自 ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲｼﾞ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 四国担当/JFAアカデミー今治】
コーチ 北川　ちはる ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 九州担当/カティオーラフットボールクラブ】
GKコーチ 西入　俊浩 ﾆｼｲﾘ ﾄｼﾋﾛ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ GK担当/JFAアカデミー堺】
GKコーチ 安齋　和之 ｱﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ GK担当/FC BLOOM】
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担当/セレッソ大阪】

Pos 氏名 カナ表記 生年月日 所　　　属 都道府県
GK 1 石田　心菜 ｲｼﾀﾞ ｺｺﾅ 2002.04.23 169 cm 51 kg 益城ルネサンス熊本FCフェニックス 熊本県

GK 2 板倉 彩 ｲﾀｸﾗ ｱﾔ 2002.05.02 174 cm 59 kg 富山レディースサッカークラブ 富山県

GK 3 村上　楓 ﾑﾗｶﾐ ｶｴﾃﾞ 2002.06.03 156 cm 43 kg 釧路リベラルティ 北海道

GK 4 馬場　ひなの ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾅﾉ 2002.06.15 156 cm 47 kg 楠クラブレディース 三重県

GK 5 友　菜奈歌 ﾄﾓ ﾅﾅｶ 2002.06.25 167 cm 57 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府

GK 6 大場　朱羽 ｵｵﾊﾞ ｼｭｳ 2002.07.11 166 cm 51 kg JFAアカデミー福島 静岡県

GK 7 小林　めい ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 2002.09.01 158 cm 58 kg 秋田L.F.C.ユース 秋田県

GK 8 西村　瑠音 ﾆｼﾑﾗ ﾙﾈ 2002.09.24 164 cm 65 kg 愛媛FCレディースMIKAN 愛媛県

GK 9 竹下　奏彩 ﾀｹｼﾀ ｶﾅｻ 2002.10.21 163 cm 52 kg INAC神戸レオネッサU-15 兵庫県

FP 1 坂本　那帆 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 2002.04.05 165 cm 43 kg レストライザック北浦FC U-15 山口県

FP 2 伊藤　めぐみ ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 2002.04.07 149 cm 45 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 3 渡部　麗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳﾗﾗ 2002.04.08 156 cm 45 kg JFAアカデミー福島 静岡県

FP 4 岡崎　莉子 ｵｶｻﾞｷ ﾘｺ 2002.05.01 145 cm 34 kg 山口ウィングス 山口県

FP 5 葛西　由依 ｶｻｲ ﾕｲ 2002.05.08 150 cm 40 kg SHRINE LFC 青森県

FP 6 島田　芽依 ｼﾏﾀﾞ ﾒｲ 2002.05.08 161 cm 48 kg 浦和レッズレディースジュニアユース 埼玉県

FP 7 河岸　笑花 ｶﾜｷﾞｼ ｴﾐｶ 2002.05.09 153 cm 45 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府

FP 8 野町　香好 ﾉﾏﾁ ｺﾕｷ 2002.05.15 157 cm 44 kg Kochi ganador FC 高知県

FP 9 加藤　明星 ｶﾄｳ ｱｶﾘ 2002.05.23 139 cm 33 kg 大分トリニータレディース 大分県

FP 10 田畑　晴菜 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 2002.05.27 160 cm 49 kg ヴィエントフットボールクラブとよの（JFAアカデミー堺） 大阪府

FP 11 伊勢　さつき ｲｾ ｻﾂｷ 2002.05.28 153 cm 41 kg INAC神戸レオネッサU-15 兵庫県

FP 12 小泉　七瀬 ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾅｾ 2002.06.04 159 cm 45 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 13 松久　栞南 ﾏﾂﾋｻ ｶﾝﾅ 2002.06.18 163 cm 46 kg 十文字中 東京都

FP 14 山口　歌子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｳﾀｺ 2002.06.19 146 cm 35 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 15 水本　陽菜 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾅ 2002.06.21 168 cm 48 kg 北海道リラ・コンサドーレ 北海道

FP 16 安田　聖羅 ﾔｽﾀﾞ ｾｲﾗ 2002.06.21 162 cm 53 kg 小樽　Corsa'rio 北海道

FP 17 渡邉　さくら ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ 2002.06.22 160 cm 45 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

FP 18 中川　瑚々 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｺ 2002.06.22 147 cm 38 kg ＦＣ今治レディース（JFAアカデミー今治） 愛媛県

FP 19 舘　奈凪海 ﾀﾁ ﾅﾅﾐ 2002.06.26 154 cm 42 kg 福井工業大附属福井中 福井県

FP 20 岡本　亜子 ｵｶﾓﾄ ｱｺ 2002.07.17 144 cm 36 kg FFCウェネス 岡山県

FP 21 高和　芹夏 ﾀｶﾜ ｾﾘｶ 2002.07.23 152 cm 44 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府

FP 22 山本　柚月 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 2002.09.01 150 cm 40 kg 日テレ・メニーナ 東京都

FP 23 河本　紗英 ｶﾜﾓﾄ ｻｴ 2002.09.04 151 cm 41 kg 愛媛FCレディースMIKAN 愛媛県

FP 24 原田　和佳 ﾊﾗﾀﾞ ﾜｶ 2002.09.07 150 cm 38 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 25 右江　星羅 ｳｺｳ ｾｲﾗ 2002.09.09 150 cm 41 kg 伊勢 YAMATO FC JY 三重県

FP 26 福田　莉子 ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 2002.09.12 145 cm 40 kg 浦和レッズレディースジュニアユース 埼玉県

FP 27 國生　乃愛 ｺｸｼｮｳ ﾉｱ 2002.09.18 161 cm 46 kg モゼーラ鹿児島 鹿児島県

FP 28 古本　菜乃葉 ｺﾓﾄ ﾅﾉﾊ 2002.10.01 154 cm 44 kg 藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー 静岡県

FP 29 伊東　珠梨 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ 2002.10.02 150 cm 38 kg FC GRANRIO SUZUKA 三重県

FP 30 宮野　日和 ﾐﾔﾉ ﾋﾖﾘ 2002.10.03 158 cm 45 kg ヴァンラーレ八戸フットボールクラブU-15 青森県

FP 31 百濃　実結香 ﾓﾓﾉ ﾐﾕｶ 2002.10.08 144 cm 36 kg セレッソ大阪堺ガールズ 大阪府

FP 32 大住　六花 ｵｵｽﾐ ﾘｯｶ 2002.10.17 151 cm 36 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 33 田山　有彩 ﾀﾔﾏ ｱﾘｻ 2002.10.20 153 cm 45 kg MARS福岡U-15 福岡県

FP 34 坂井　瑠南 ｻｶｲ　ﾙﾅ 2002.10.28 157 cm 42 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県

体重

キヤノン　ガールズ・キャンプ
JFAエリートプログラム女子U-13　トレーニングキャンプ（5/15～19＠J-GREEN堺）

身長



Pos 氏名 カナ表記 生年月日 所　　　属 都道府県
FP 35 滝口　晴子 ﾀｷｸﾞﾁ ﾊﾙｺ 2002.10.30 152 cm 45 kg サンクFCレディース 北海道

FP 36 中丸　美令 ﾅｶﾏﾙ ﾐﾚｲ 2002.11.06 144 cm 32 kg 周南市立太華中 山口県
FP 37 阿部　文音 ｱﾍﾞ ｱﾔﾈ 2002.11.19 160 cm 49 kg アルビレックス新潟レディースU-15 新潟県
FP 38 三浦　めぐ ﾐｳﾗ ﾒｸﾞ 2002.11.20 152 cm 45 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 39 豊島　花梨 ﾄﾖｼﾏ ｶﾘﾝ 2002.12.17 148 cm 37 kg 船橋市立船橋中 千葉県
FP 40 高良　琴音 ﾀｶﾗ ｺﾄﾈ 2002.12.17 143 cm 38 kg 真志喜中 沖縄県
FP 41 森　文佳 ﾓﾘ ﾌﾐｶ 2002.12.24 157 cm 45 kg INAC神戸レオネッサU-15（JFAアカデミー堺） 兵庫県
FP 42 島村　美風 ｼﾏﾑﾗ ﾐﾌｳ 2003.01.11 144 cm 44 kg 日テレ・メニーナ 東京都
FP 43 玉川　実奈 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾐﾅ 2003.01.31 155 cm 43 kg JFAアカデミー福島 静岡県
FP 44 片野田　朱珠 ｶﾀﾉﾀﾞ ｽｽﾞ 2003.02.06 152 cm 43 kg 楠クラブレディース 三重県
FP 45 稲村　雪乃 ｲﾅﾑﾗ ﾕｷﾉ 2003.02.19 143 cm 36 kg TopStone Rosetta U-15 長野県
FP 46 木下　桃香 ｷﾉｼﾀ ﾓﾓｶ 2003.03.02 155 cm 40 kg 日テレ・メニーナ 東京都
FP 47 山本　陽菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅ 2003.03.20 140 cm 28 kg トレーフルFC fille 愛媛県
FP 48 沼尾　圭都 ﾇﾏｵ ｹｲﾄ 2003.03.31 147 cm 37 kg JFAアカデミー福島 静岡県

身長 体重


