
所属

三浦 佑介 ミウラ ユウスケ 明治大学

石村 大 イシムラ ヒロシ 関東学院大学

佐藤 健 サトウ ケン 中央大学

倉林 健太 クラバヤシ ケンタ 日本体育大学

吉田 裕紀 ヨシダ ユウキ 東京学芸大学

Pos.  生年月日 年齢 学年 所属 前所属

GK 服部 一輝 ハットリ カズキ 1995.3.16 20 3 182 cm 73 kg 明治大学 札幌大谷高校

GK 長谷川 洸 ハセガワ コウ 1995.5.16 20 2 183 cm 73 kg 日本体育大学 東京V・Y

GK 西岡 佑馬 ニシオカ ユウマ 1996.1.29 20 2 190 cm 80 kg 流通経済大学 市立科学技術高校

DF 宮地 元貴 ミヤチ ゲンキ 1994.4.17 21 3 183 cm 82 kg 慶應義塾大学 東京V・Y

DF 河面 旺成 カワヅラ アキナリ 1994.5.3 21 3 181 cm 73 kg 明治大学 作陽高校

DF 小口 大貴 コグチ ダイキ 1994.7.28 21 3 165 cm 63 kg 専修大学 川崎U-18

DF 飯田 貴敬 イイダ タカヒロ 1994.8.31 21 3 179 cm 70 kg 専修大学 野洲高校

DF 小出 悠太 コイデ ユウタ 1994.10.20 21 3 178 cm 73 kg 明治大学 市立船橋高校

DF 新井 純平 アライ ジュンペイ 1994.11.12 21 3 173 cm 63 kg 早稲田大学 浦和Y

DF 高野 遼 タカノ リョウ 1994.11.13 21 3 172 cm 68 kg 日本体育大学 横浜FM・Y

MF 道渕 諒平 ミチブチ リョウヘイ 1994.6.16 21 3 176 cm 72 kg 明治大学 仙台Y

MF 塚川 孝輝 ツカガワ コウキ 1994.7.16 21 3 184 cm 72 kg 流通経済大学 広島観音高校

MF 古橋 匡梧 フルハシ キョウゴ 1995.1.20 21 3 168 cm 59 kg 中央大学 興国高校

MF 翁長 聖 オナガ ヒジリ 1995.2.23 20 3 171 cm 64 kg 中央大学 帝京大学第三高校

MF 小林 大地 コバヤシ ダイチ 1995.3.19 20 3 172 cm 65 kg 早稲田大学 流通経済大学付属柏高校

MF 土居 柊太 ドイ シュウタ 1996.2.29 19 2 173 cm 68 kg 明治大学 浜松開誠館高校

MF 平野 佑一 ヒラノ ユウイチ 1996.3.11 19 2 175 cm 64 kg 国士舘大学 國學院久我山高校

MF 鈴木 徳真 スズキ トクマ 1997.3.12 18 1 168 cm 63 kg 筑波大学 前橋育英高校

FW 松本 孝平 マツモト コウヘイ 1994.7.31 21 3 186 cm 86 kg 国士舘大学 藤沢清流高校

FW 山内 寛史 ヤマウチ ヒロフミ 1995.2.9 21 3 183 cm 72 kg 早稲田大学 國學院久我山高校

FW 山本 哲平 ヤマモト テッペイ 1995.2.16 21 3 170 cm 68 kg 慶應義塾大学 國學院久我山高校
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石川 健太郎 イシカワ ケンタロウ 国士舘大学

川津 博一 カワヅ ヒロカズ 日本大学

青木 智也 アオキ トモヤ 拓殖大学

須田 智博 スダ トモヒロ 早稲田大学

中 祐斗 ナカ ユウト 東洋大学

Pos.  生年月日 年齢 学年 所属 前所属

GK 後藤 雅明 ゴトウ マサアキ 1994.5.24 21 3 190 cm 80 kg 早稲田大学 國學院久我山高校

GK 奥津 亮哉 オクツ ハルヤ 1994.9.1 21 3 175 cm 69 kg 国士舘大学 日本航空高校

GK 田中 雄大 タナカ ユウダイ 1995.11.17 20 2 184 cm 72 kg 桐蔭横浜大学 青森山田高校

DF 溝渕 雄志 ミゾブチ ユウシ 1994.7.20 21 3 174 cm 68 kg 慶應義塾大学 流通経済大学付属柏高校

DF 藤嵜 智貴 フジサキ トモキ 1994.9.19 21 3 178 cm 69 kg 国士舘大学 清水Y

DF 山田 将之 ヤマダ マサユキ 1994.10.1 21 3 185 cm 71 kg 法政大学 青森山田高校

DF 附木 雄也 ツケギ ユウヤ 1994.12.17 21 3 185 cm 78 kg 国士舘大学 千葉県立八千代高校

DF 永戸 勝也 ナガト カツヤ 1995.1.15 21 3 172 cm 73 kg 法政大学 千葉県立八千代高校

DF 寺前 光太 テラマエ コウタ 1995.7.9 20 2 184 cm 77 kg 神奈川大学 日本大学藤沢高校

DF 宮内 雄希 ミヤウチ ユウキ 1995.10.27 20 2 186 cm 86 kg 流通経済大学
流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎/広島Y

MF 武田 将平 タケダ ショウヘイ 1994.4.4 21 3 182 cm 72 kg 神奈川大学 流通経済大学付属柏高校

MF 平澤 俊輔 ヒラサワ シュンスケ 1994.4.11 21 3 176 cm 70 kg 早稲田大学 JFAアカデミー

MF 原田 鉄平 ハラダ テッペイ 1995.5.14 20 2 176 cm 70 kg 順天堂大学 静岡学園高校

MF 室伏 航 ムロフシ ワタル 1995.6.13 20 2 171 cm 66 kg 順天堂大学 市立船橋高校

MF 荒木 翔 アラキ ショウ 1995.8.25 20 2 165 cm 60 kg 国士舘大学 日本航空高校

MF 米田 隼也 ヨネダ シュンヤ 1995.11.5 20 2 173 cm 69 kg 順天堂大学 静岡学園高校

MF 諸岡 裕人 モロオカ ヒロト 1997.1.4 19 1 168 cm 64 kg 国士舘大学 正智深谷高校

MF 相馬 勇紀 ソウマ ユウキ 1997.2.25 18 1 165 cm 66 kg 早稲田大学 三菱養和SC・Y

FW 佐野 翼 サノ ツバサ 1994.10.18 21 3 178 cm 75 kg 順天堂大学 清水商業高校

FW 矢島 輝一 ヤジマ キイチ 1995.4.6 20 2 186 cm 76 kg 中央大学 FC東京U-18

FW 星野 秀平 ホシノ シュウヘイ 1995.12.19 20 2 183 cm 85 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校
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