
2022/10/1

→

フリガナ フリガナ 年齢 身長

選手氏名 選手氏名

スズキ ショウエイ ミネ　ショウリ 15 182

鈴木 将永 嶺 翔莉

ホシ ケイジロウ サイマル ユイト 15 170

星 慶次郎 西丸 由都

ナガサカ シュンタ ナガオカ カイリ 15 180

長坂 隼汰 永岡 海琉

イカリ テッタ

猪狩 鉄太

タナカ アリ カトウ ケイタ 15 184

田中 亜理 加藤 慶太

シバタ ショウタロウ クスモト タツヒコ 15 177

柴田 翔太郎 楠本 達彦

サトウ リュウノスケ チク ハルキ 15 163

佐藤 龍之介 知久 陽輝

ナガノ シュウト オオサワ シュウゾウ 15 168

永野 修都 大澤 修三

イノウエ カント フルヤ ショウタロウ 16 169

井上 寛都 古谷 章太朗

ゴトウ ワタル オオハシ ラン 15 177

後藤 亘 大橋 藍

アサノ カツキ ササ アユム 15 168

浅野 克己 笹 歩睦

ホンダ コウタロウ ヤマナカ ダイキ 15 179

本多 康太郎 山中 大輝

ツチヤ カイト ワダ ユウセイ 15 180

土屋 櫂大 和田 悠青

コスギ ケイタ フセ カツマ 15 173

小杉 啓太 布施 克真

ヤマモト ジョウイ カトリ タケシ 15 167

山本 丈偉 香取 武

オオムラ ソウタ ハセガワ ガク 14 169

大村 笙太 長谷川 岳久

オタギリ ユウマ ミヤバヤシ ワタル 15 175

小田切 祐真 宮林 渉

モリ リキノスケ タカハラ エイト 15 161

森 力介 髙原 瑛斗

テラダ アキヒコ ノザワ コウスケ 15 176

寺田 阿輝彦 野澤 康佑

選手変更一覧（少年男子） 2022/10/01版
変更前 変更後

所属 背番号
ポジ
ション

→ 背番号
所属チーム／前所属チーム

青森県 1 GK → 1 GK 青森山田高校／
セレッソ大阪U-15

福島県

6 MF → 6

ポジ
ション

MF 尚志高校／
ウイングスＳＣ U-15

10 FW → 10 FW 学法石川高校／
高槻ジーグＦＣ

4 DF → 棄　権

12 GK → 12 GK 流通経済大学付属柏高校／
柏ラッセルＦＣ

東京都

2 DF → 2 DF

千葉県

三菱養和ＳＣユース／三菱養和ＳＣ
巣鴨ジュニアユース

7 MF → 7 MF 川崎フロンターレU-18／
川崎フロンターレU-15

MF 横河武蔵野ＦＣユース／三菱養和Ｓ
Ｃ調布ジュニアユース

8 MF → 8 MF

12 GK → 12 GK

ＦＣ東京U-18／
ＦＣ東京U-15深川

10 MF → 10

神奈川県

2 DF → 2 DF

3 DF → 3 DF 川崎フロンターレU-18／
川崎フロンターレU-15

帝京高校／
ＦＣ東京U-15深川

横浜ＦＣユース／
横浜ＦＣジュニアユース

DF 日本大学藤沢高校／
横浜Ｆ･マリノスジュニアユース

4 DF → 4 DF

6 MF → 6 MF

横浜Ｆ･マリノスユース／
刈谷ＪＹ

5 DF → 5

DF カターレ富山U-18／
ＳＴＧ.ＦＣ U-15

川崎フロンターレU-18／
川崎フロンターレU-15

富山県

3 DF → 3 MF カターレ富山U-15／
T.ボレアーレUOZU

静岡県

6 MF → 6

DF → 44

MF ※アスルクラロ沼津U18／
アスルクラロ沼津U15

8 MF → 8 DF 静岡県立浜名高校／
Ｈｏｎｄａ ＦＣ（第３種）
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変更前 変更後

所属 背番号
ポジ
ション

→ 背番号
所属チーム／前所属チーム

ポジ
ション

タムラ ショウタ

田村 翔大

オキムラ ダイヤ

沖村 大也

トクダ ミツキ

徳田 光希

マツイ イライジャ ヒロト マトバ ワト 15 180

松井 イライジャ 博登 的場 航人

フジタ ナルミ シラガ ナオキ 15 168

藤田 成充 白神 端基

ナカタニ レオト センダ リョウ 14 175

仲谷 蓮斗 千田 遼

カワカミ コウキ モリトキ キラ 15 174

川上 航生 守時 輝

オオバ ショウタロウ ナカムラ ルイ 15 165

大場 章太郎 中村 瑠

ニシムラ カイヒ ミズタニ ユウタ 15 175

西村 海陽 水谷 優太

ウサガワ マオ カドサキ ケンイチ 15 177

宇佐川 眞央 門崎 健一

ミヤザキ コウタ フクヨシ コウセイ 15 170

宮崎 航汰 福吉 康生

ヨシナガ ユメキ ササキ ユウタ 14 169

吉永 夢希 佐々木 悠太

ナワタ ガク フジイ タカマサ 15 160

名和田 我空 藤井 崇匡

エンドウ ジン ホリウチ コオキ 15 154

遠藤 仁 堀内 凰希

ページ →

85 →

85 →

ページ →

85 →

90 →

京都府

2 DF → 棄　権

8 MF →

13 DF → 13

棄　権

12 GK → 棄　権

DF 興國高校／
セレッソ大阪和歌山U-15

岡山県

6 MF → 6 MF ファジアーノ岡山U-18／
ファジアーノ岡山U-15

大阪府

岡山学芸館高校／
アヴァンサールＦＣ

9 FW → 9 FW

2 DF → 2

ファジアーノ岡山U-15／
Jフィールド岡山ジュニア

14 DF → 14 DF

DF 佐賀県立佐賀東高校／
AFCパルティーダ

長崎県

4 DF → 4 DF 長崎南山高校／
長崎南山中学校

佐賀県

MF 鎮西学院高校／
キックスＦＣ U-15

7 MF → 7 MF

鹿児島県

7 DF → 18

長崎県立国見高校／
長崎南山中学校

15 MF → 15

MF 神村学園中等部／
オオタＦＣ

14 MF → 4 MF 神村学園高等部／
神村学園中等部

千葉県　13　本橋 連

13　FW　倉林 佑成　クラバヤシ ユウセイ
年齢：16　身長：171

ジェフユナイテッド千葉U-18／ヴェルメリオ

栃木県 2 DF → 2 FW 矢板中央高校／
ＡＣ長野パルセイロU-15

大会プログラム記載間違い
訂正前 訂正後

千葉県　２　渡邊 和之

16　DF　石津 一輝　イシヅ カズキ
年齢：15　身長：177

柏レイソルU-18／柏レイソルU-15

大会プログラム正誤表
訂正前 訂正後

千葉県　16　齋藤 広大 背番号：２

岡山県　９　仲谷選手
名前漢字：仲谷 蓮人 仲谷 蓮斗
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