
【スタッフ】

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/ＪＦＡアカデミー堺】

GKコーチ 加藤　竜二 ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ/ＪＦＡアカデミー福島】

GK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/ＪＦＡアカデミー今治】

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/セレッソ大阪】

GKコーチ 磯上　まみ ｲｿｶﾞﾐ ﾏﾐ 【フェアリーズいわき】

【選　手】

Pos. 選　手　名 生年月日 　　所　属

GK 内山　涼香 ｳﾁﾔﾏ ｽｽﾞｶ 2000.07.08 171 cm 61 kg FC.VIDAユース

GK 平石　樹 ﾋﾗｲｼ ｲﾂｷ 2000.07.11 166 cm 62 kg 大阪市立宮原中 *

GK 笠井　祐希 ｶｻｲ ﾕｳｷ 2001.01.10 167 cm 50 kg 青崎サッカークラブ Hanako Clover's

GK 井田　琴子 ｲﾀﾞ ｺﾄｺ 2001.02.09 171 cm 60 kg Garden International School（ﾏﾚｰｼｱ） *

GK 正木　唯海 ﾏｻｷ ﾕﾐ 2001.03.09 165 cm 60 kg NJSS

GK 渡邊　怜奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾅ 2001.03.11 165 cm 57 kg 名取市立増田中

GK 齋藤　智恵 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｴ 2001.05.02 170 cm 62 kg 横須賀シーガルズMEG

GK 大城　はな ｵｵｼﾛ ﾊﾅ 2001.07.18 165 cm 45 kg 琉邦クラブ

GK 半谷　風花 ﾊﾝｶﾞｲ ﾌｳｶ 2002.05.23 156 cm 46 kg カティオーラフットボールクラブレディース

GK 中西　莉夏 ﾅｶﾆｼ ﾘﾅ 2002.06.17 164 cm 48 kg NPO法人杉並フットボールクラブ

GK 高橋　七海 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ 2002.09.21 167 cm 61 kg エステレーラ相馬

GK 加藤　杏寿 ｶﾄｳ ｱﾝｽﾞ 2002.10.05 155 cm 43 kg FC.フェルボール.MIMOSA

GK 阿部　千優 ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 2003.01.18 158 cm 43 kg 白岡SCL+

GK 秦　鼓乃実 ｼﾝ ｺﾉﾐ 2003.01.27 154 cm 40 kg 大分トリニータレディース

GK 和田　瀬菜 ﾜﾀﾞ ｾﾅ 2003.02.17 155 cm 41 kg FCバイエルンツネイシレディース

GK 山田　桜音 ﾔﾏﾀﾞ ｻｲｵﾝ 2003.04.10 148 cm 37 kg とみしろ南JFC

GK 石川　愛紘 ｲｼｶﾜ ﾏﾋﾛ 2003.04.15 166 cm 60 kg Tachikawa elf FC

GK 中村　江里菜 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ 2003.04.17 165 cm 70 kg 八王子市立元八王子東小 *

GK 髙田　帆夏 ﾀｶﾀﾞ ﾎﾅﾂ 2003.04.28 161 cm 47 kg 横須賀シーガルズAMY

GK 古賀　あかね ｺｶﾞ ｱｶﾈ 2003.05.20 153 cm 40 kg 北浦和サッカースポーツ少年団

GK 生駒　恵菜 ｲｺﾏ ｴﾅ 2003.06.07 155 cm 47 kg 豊中市立東豊中小 *

GK 川幡　凪 ｶﾜﾊﾀ ﾅｷﾞ 2003.06.10 156 cm 45 kg 戸田一サッカースポーツ少年団

GK 安野　菜留 ﾔｽﾉ ﾅﾙ 2003.06.19 157 cm 55 kg 萩明倫女子サッカースポーツ少年団

GK 園田　花蓮 ｿﾉﾀﾞ ｶﾚﾝ 2003.12.24 158 cm 43 kg 大阪COSMO.FCU-12

GK 布留川　こころ ﾌﾙｶﾜ ｺｺﾛ 2004.01.22 160 cm 46 kg 佐野ベアーズ

GK 高山　紗季 ﾀｶﾔﾏ ｻｷ 2004.07.29 147 cm 41 kg 三島市立北上小 *

GK 田島　伊織 ﾀｼﾏ ｲｵﾘ 2004.08.23 156 cm 41 kg 西神中央フットボールクラブ

注：＊印の選手は選手登録なし

女子GKキャンプ（7/10～12＠J-GREEN堺）　メンバー・スケジュール

身長 体重


