
N.o 氏名 ふりがな 地域 学校名 ポジション 備考

1 佐野　快 さの　かい 峡北 韮崎東 ＦＷ
2 八巻　遥 やまき　はるか 峡北 韮崎東 DF
3 八巻　凜憧 やまき　りんどう 峡北 韮崎東 ＦＷ
4 長田　一音 おさだ　かずと 峡北 韮崎東 MF
5 功刀　亮弥 くぬぎ　りょうや 峡北 韮崎東 DF
6 松下　侑樹 まつした　ゆうき 峡北 韮崎東 MF
7 津金　侑樹 つがね　ゆうき 峡北 韮崎東 DF
8 野口　峻佑 のぐち　しゅんすけ 峡北 韮崎西 ＦＷ
9 内藤　大空翔 ないとう　たくと 峡北 韮崎西 ＭＦ
10 塩谷　優空 えんや　ゆうだい 峡北 韮崎西 DF
11 小澤　拓海 おざわ　たくみ 峡北 長坂 -
12 森田　勇気 もりた　ゆうき 峡北 長坂 -
13 浅川　治駒 あさかわ　はるく 峡北 高根 MF
14 矢崎　匠 やざき　たくみ 峡北 須玉 ＧＫ
15 河内　晴揮 かわうち　はるき 峡北 小淵沢 MF
16 坂本　渉 さかもと　わたる 峡北 小淵沢 MF
17 齋藤　道成 さいとう　みちなり 中巨摩 櫛形 ＦＷ
18 有泉　楓馬 ありいずみ　ふうま 中巨摩 櫛形 ＭＦ 県TC
19 保坂　叶瑠 ほさか　かなる 中巨摩 櫛形
20 野村　圭 のむら　けい 中巨摩 玉穂 ＦＷ・ＦＭ
21 河野　伸太郎 こうの　しんたろう 中巨摩 玉穂
22 一瀬　塁 いちのせ　るい 中巨摩 若草 DF
23 中村　直暉 なかむら　なおき 中巨摩 若草 ＭＦ
24 皆川　侑哉 みながわ　ゆうや 中巨摩 若草 ＦＷ
25 深沢　歩夢 ふかさわ　あゆむ 中巨摩 若草 ＭＦ・ＦＷ
26 志村　誠侍 しむら　せいじ 中巨摩 竜王北 MF
27 藤田　裕翔 ふじた　ゆうと 中巨摩 竜王北 MF
28 深澤　直太 ふかさわ　なおた 中巨摩 竜王 ＭＦ
29 根岸　里綺 ねぎし　りき 中巨摩 竜王 ＦＷ
30 花形　彩斗 はながら　あやと 中巨摩 竜王 ＧＫ
31 金丸侑司 かねまるゆうじ 中巨摩 双葉 FW
32 中島　快 なかじま　かい 中巨摩 双葉 GK
33 小林　建翔 こばやし　けんしょう 中巨摩 双葉 MF
34 穴水　佑汰 あなみず　ゆうた 中巨摩 八田 ＦＷ
35 三枝　優太 さえぐさ　ゆうた 中巨摩 八田 MF
36 深澤　爽汰 ふかさわ　そうた 中巨摩 八田 DF・MF
37 土橋　優雅 どばし　ゆうが 中巨摩 玉幡 ＦＷ・ＭＦ
38 土屋　拓磨 つちや　たくま 中巨摩 玉幡 ＦＷ・ＭＦ
39 末木　康晴 すえき　こうせい 中巨摩 敷島 ＦＷ
40 保坂　隼汰 ほさか　しゅんた 中巨摩 敷島 FW
41 河田　悠矢 かわた　ゆうや 中巨摩 押原 ＧＫ
42 石川　聖紘 いしかわ　まひろ 中巨摩 押原 フィールド
43 三宮　蒼生 さんみや　あおい 中巨摩 押原 ＭＦ
44 小山田　颯 おやまだ　はやて 南北都留 西桂 MF
45 渡邊　慶太郎 わたなべけいたろう 南北都留 西桂 MF
46 滝口　夢人 たきぐち　ゆめと 南北都留 西桂 CB
47 滝口　凛之助 たきぐち　りんのすけ 南北都留 西桂 FW
48 泊川　勇仁 とまりかわ　ゆうと 南北都留 山中湖 GK
49 羽田　大和刀 はだ　やまと 南北都留 山中湖 MF
50 伊藤　知記 いとう　ともき 南北都留 上野原 GK
51 長島　稜 ながしま　りょう 南北都留 上野原 MF
52 土屋　元嗣 つちや　もとつぐ 南北都留 上野原 FP
53 高根　大和 たかね　やまと 南北都留 忍野 GK
54 益本　琉輝 ますもと　るき 南北都留 忍野 MF
55 宮下　陽大 みやした　はると 南北都留 湖南 FP
56 加藤　翼 かとう　つばさ 南北都留 猿橋 FP
57 白須　洋太郎 しらす　ようたろう 南北都留 下吉田 MF
58 奥脇　遼太 おくわき　りょうた 南北都留 下吉田 FW
59 瀧　由宜 たき　よしのぶ 南北都留 下吉田 MF
60 堀内　哉汰 ほりうち　かなた 南北都留 下吉田 DF
61 渡邊　匠 わたなべ　たくみ 南北都留 都留二 FW
62 野武　侑耶 のたけ　ゆうや 南北都留 都留二 FW
63 仙野　淳 せんの　じゅん 南北都留 都留二 DF
64 仙野　拓也 せんの　たくや 南北都留 都留二 GK
65 白須　翔 しらす　しょう 南北都留 吉田 FW
66 宮下　翔真 みやした　しょうま 南北都留 吉田 FP

９月２４日　　　参加選手　峡北、中巨摩、南北都留 ８：0０～１１：００


