
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 中山　実典 なかやま　みのり 峡東 一宮 ＤＦ／ＭＦ

2 米倉　祐馬 よねくら　ゆうま 峡東 一宮 ＤＦ／ＭＦ

3 中澤　怜音 なかざわ　れおん 峡東 一宮 ＭＦ

4 堀内　寿葵斗 ほりうち　じゅきと 峡東 一宮 ＤＦ

5 山内　瞭英 やまうち　りょうえい 峡東 春日居 ＭＦ

6 武田　拓士 たけだ　ひろと 峡東 春日居 ＭＦ

7 樋川　竜飛 ひかわ　りゅうひ 峡東 浅川 ＤＦ

8 角田　凌羽 つのだ　りょう 峡東 浅川 ＦＷ

9 中村　竣 なかむら　しゅん 峡東 浅川 ＦＷ

10 橘田　宙 きった　そら 峡東 浅川 ＭＦ／ＤＦ

11 板倉　勇太 いたくら　ゆうた 峡東 浅川 ＧＫ

12 小池　将馬 こいけ　しょうま 峡東 石和 ＦＷ

13 河野　ヒカリ こうの　ひかり 峡東 石和 ＭＦ

14 小澤　丈司 おざわ　じょうじ 峡東 石和 ＤＦ

15 阿部　建伸 あべ　けんしん 峡東 山梨北 ＭＦ

16 古屋　蒼太 ふるや　そうた 峡東 山梨北 ＤＦ

17 福島　丈太郎 ふくしま　じょうたろう 峡東 山梨北 ＤＦ

18 秋山　悠真 あきやま　ゆうじん 峡東 山梨北 ＭＦ

19 金原　脩斗 きんばら　しゅうと 峡東 山梨南 ＦＷ／ＭＦ

20 田所　航輝 たどころ　こうき 峡東 山梨南 ＭＦ

21 吉川　雄二 よしかわ　ゆうじ 峡東 勝沼 ＦＷ

22 髙野　遥 たかの　はる 峡東 勝沼 ＭＦ

23 山中　隆弘 やまなか　たかひろ 峡東 勝沼 ＧＫ

24 小林　竜司 こばやし　りゅうじ 峡東 笛川 ＦＷ／ＭＦ

25 廣瀬　壮太 ひろせ　そうた 峡東 笛川 ＦＷ／ＭＦ

26 宮原　達也 みやばら　たつや 峡東 塩山 ＤＦ

27 名取　哲平 なとり　てっぺい 峡東 塩山 ＭＦ

28 宮下　大空 みやした　つばさ 峡東 塩山 ＭＦ

29 廣瀬　諒雅 ひろせ　りょうが 峡東 塩山 ＦＷ

30 竹内　涼誠 たけうち　りょうせい 峡東 塩山 ＭＦ

31 笠原　遼人 かさはら　はると 峡東 御坂 FP

32 武田　恵典 たけだ　けいすけ 峡東 御坂 FP

33 長沼　陽太 ながぬま　ひなた 峡東 御坂 FP

34 地場　智也 ちば　ともや 峡東 御坂 FP

35 小山田　颯 おやまだ　はやて 南北都留 西桂 MF

36 前田　慶斗 まえだ　けいと 南北都留 西桂 MF

37 滝口　夢人 たきぐち　ゆめと 南北都留 西桂 FW

38 滝口　凛之助 たきぐち　りんのすけ 南北都留 西桂 SB/MF

39 泊川　勇仁 とまりかわ　ゆうと 南北都留 山中湖 GK

40 羽田　大和刀 はだ　やまと 南北都留 山中湖 MF

41 伊藤　知記 いとう　ともき 南北都留 上野原 GK

42 長島　稜 ながしま　りょう 南北都留 上野原 MF

43 土屋　元嗣 つちや　もとつぐ 南北都留 上野原 FP

44 高根　大和 たかね　やまと 南北都留 忍野 GK

45 益本　琉輝 ますもと　るき 南北都留 忍野 MF

46 宮下　陽大 みやした　はると 南北都留 湖南 FP

47 加藤　翼 かとう　つばさ 南北都留 猿橋 FP

48 白須　洋太郎 しらす　ようたろう 南北都留 下吉田 MF

7月9日　　　参加選手　南北都留、笛吹、東山梨　１０：３０～１３：００



49 奥脇　遼太 おくわき　りょうた 南北都留 下吉田 FW

50 瀧　由宜 たき　よしのぶ 南北都留 下吉田 MF

51 堀内　哉汰 ほりうち　かなた 南北都留 下吉田 DF

52 渡邊　匠 わたなべ　たくみ 南北都留 都留二 FW

53 野武　侑耶 のたけ　ゆうや 南北都留 都留二 FW

54 仙野　淳 せんの　じゅん 南北都留 都留二 DF

55 仙野　拓也 せんの　たくや 南北都留 都留二 GK

56 白須　翔 しらす　しょう 南北都留 吉田 FW

57 宮下　翔真 みやした　しょうま 南北都留 吉田 FP


