
N.o 氏名 ふりがな 地域 学校名  ポジション（可能であれば） 備考

1 河内　晴揮 かわうち　はるき 峡北 小淵沢 MF

2 坂本　渉 さかもと　わたる 峡北 小淵沢 MF

3 矢崎　匠 やざき　たくみ 峡北 須玉 ＧＫ

4 小澤　拓海 おざわ　たくみ 峡北 長坂 -

5 森田　勇気 もりた　ゆうき 峡北 長坂 -

6 浅川　治駒 あさかわ　はるく 峡北 高根 MF

7 野口　峻佑 のぐち　しゅんすけ 峡北 韮崎西 ＦＷ

8 内藤　大空翔 ないとう　たくと 峡北 韮崎西 ＭＦ

9 塩谷　優空 えんや　ゆうだい 峡北 韮崎西 DF

10 佐野　快 さの　かい 峡北 韮崎東 ＦＷ

11 八巻　遥 やまき　はるか 峡北 韮崎東 DF

12 八巻　凜憧 やまき　りんどう 峡北 韮崎東 ＦＷ

13 長田　一音 おさだ　かずと 峡北 韮崎東 MF

14 功刀　亮弥 くぬぎ　りょうや 峡北 韮崎東 DF

15 松下　侑樹 まつした　ゆうき 峡北 韮崎東 MF

16 津金　侑樹 つがね　ゆうき 峡北 韮崎東 DF

17 野村圭 のむらけい 中巨摩 玉穂中 ＦＷ・ＦＭ

18 河野　伸太郎 こうの　しんたろう 中巨摩 玉穂中 ＧＫ以外

19 土橋　優雅 どばし　ゆうが 中巨摩 玉幡中 ＦＷ・ＭＦ

20 土屋　拓磨 つちや　たくま 中巨摩 玉幡中 ＦＷ・ＭＦ

21 河田　悠矢 かわた　ゆうや 中巨摩 押原中 ＧＫ

22 石川　聖紘 いしかわ　まひろ 中巨摩 押原中 フィールド

23 三宮　蒼生 さんみや　あおい 中巨摩 押原中 ＭＦ

24 末木康晴 すえきこうせい 中巨摩 敷島中 ＦＷ

25 保坂隼汰 ほさかしゅんた 中巨摩 敷島中 FW

26 志村　誠侍 しむら　せいじ 中巨摩 竜王北中 MF

27 藤田　裕翔 ふじた　ゆうと 中巨摩 竜王北中 MF

28 穴水　佑汰 あなみず　ゆうた 中巨摩 八田中 ＦＷ

29 三枝　優太 さえぐさ　ゆうた 中巨摩 八田中 MF

30 深澤　爽汰 ふかさわ　そうた 中巨摩 八田中 DF・MF

31 金丸侑司 かねまるゆうじ 中巨摩 双葉中 FW

32 中島快 なかじまかい 中巨摩 双葉中 GK

33 小林建翔 こばやしけんしょう 中巨摩 双葉中 MF

34 深澤　直太 ふかさわ　なおた 中巨摩 竜王中 ＭＦ

35 根岸　里綺 ねぎし　りき 中巨摩 竜王中 ＦＷ

36 花形　彩斗 はながら　あやと 中巨摩 竜王中 ＧＫ

37 一瀬　塁 いちのせ　るい 中巨摩 若草中 DF

38 中村直暉 なかむら　なおき 中巨摩 若草中 ＭＦ

39 皆川侑哉 みながわゆうや 中巨摩 若草中 ＦＷ

40 深沢歩夢 ふかさわあゆむ 中巨摩 若草中 ＭＦ・ＦＷ

41 齋藤　道成 さいとう　みちなり 中巨摩 櫛形中 ＦＷ

42 有泉　楓馬 ありいずみ　ふうま 中巨摩 県トレ・櫛形中 ＭＦ

43 河西　宏介 かさい　こうすけ 甲府 城南 GK

44 矢崎　綺洞 やざき　きほら 甲府 甲府東中 センターバック

45 相澤　涼真 あいざわ　りょうま 甲府 城南 サイドプレーヤー

46 伊藤　大哉 いとう　だいや 甲府 甲府南 MF

47 森田　寛矢 もりた　ともや 甲府 甲府北中 FW

48 川崎　稜汰 かわさき　りょうた 甲府 西中学校 MF

49 国久　晟雅 くにひさ　せいが 甲府 梨大附属中 MF

50 岩田　侑弥 いわた　ゆうや 甲府 北西中学校 MF

7月9日　　　参加選手　峡北、中巨摩、甲府 8：0０～１１：００



51 市川　滉大 いちかわ　こうだい 甲府 甲府北東 MF

52 手塚　壮太 てづか　そうた 甲府 梨大附属中 MF

53 雨宮　巧実 あめみやたくみ 甲府 甲府東中 サイドプレーヤー

54 井上　聖士 いのうえ　じょうじ 甲府 城南 GK

55 白井　聡 しらい　そう 甲府 城南 DF

56 中山　雄大 なかやま　ゆうだい 甲府 城南 サイドプレーヤー

57 小和田　遥斗 おたわ　はると 甲府 甲府北東 MF

58 小田切 吾大 おだきりわた 甲府 甲府東中 MF

59 岡村　啓太 おかむら　けいた 甲府 城南 MF

60 秋山　康成 あきやま　こうせい 甲府 甲府南 DF

61 山本　研二 やまもと　けんじ 甲府 西中学校 FW

62 岩田　隼弥 いわた しゅんや 甲府 北西中学校 攻撃的MF＆FW

63 平林　海輝 ひらばやし　かいき 甲府 甲府東中 MF・DF

64 森屋　駿介 もりやしゅんすけ 甲府 甲府東中 MF

65 鷹野　創真 たかの　そうま 甲府 駿台甲府中学校 MF

66 佐野　文啓 さのふ　みひろ 甲府 甲府東中 MF


