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所属

佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 中央大学

東海林 毅 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｹｼ 城西大学

田中 信也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 流通経済大学

島崎 恭平 ｼﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 桐蔭横浜大学

大岡 愛実 ｵｵｵｶ ﾏﾅﾐ 法政大学

Pos.  生年月日 学年 所属

GK ヒル 袈依廉 ﾋﾙ ｶｲﾚﾝ 2002/7/9 2 194 cm 86 kg 早稲田大学

GK 佐藤 瑠星 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 2003/10/24 1 191 cm 80 kg 筑波大学

DF 内田 陽介 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ 2002/8/20 2 167 cm 63 kg 明治大学

DF 小澤 亮太 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 2002/12/20 2 172 cm 70 kg 日本体育大学

DF 松本 太一 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ 2002/9/30 2 183 cm 74 kg 桐蔭横浜大学

DF 小澤 希海 ｵｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 2003/2/16 2 183 cm 75 kg 流通経済大学

DF 鷲見 星河 ｽﾐ ｾｲｶﾞ 2002/6/11 2 186 cm 77 kg 明治大学

DF 板倉 健太 ｲﾀｸﾗ ｹﾝﾀ 2002/6/15 2 181 cm 80 kg 東京国際大学

DF 稲村 隼翔 ｲﾅﾑﾗ ﾊﾔﾄ 2002/5/6 2 182 cm 70 kg 東洋大学

DF 関根 大輝 ｾｷﾈ ﾋﾛｷ 2002/8/11 2 187 cm 82 kg 拓殖大学

MF 竹内 崇人 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄ 2002/5/29 2 177 cm 74 kg 筑波大学

MF 伊勢 航 ｲｾ ｺｳ 2002/7/17 2 172 cm 66 kg 早稲田大学

前所属

鹿児島城西高校

熊本県立大津高校

青森山田高校

昌平高校

広島Ｙ

C大阪U-18

名古屋U-18

山梨学院高校

前橋育英高校

静岡学園高校

広島Y

G大阪Y

MF 藤井 海和 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 2003/2/15 2 173 cm 71 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校

MF 笠井 佳祐 ｶｻｲ ｹｲｽｹ 2002/8/30 2 180 cm 70 kg 桐蔭横浜大学 関東第一高校

MF 角 昂志郎 ｽﾐ ｺｳｼﾛｳ 2002/8/13 2 165 cm 63 kg 筑波大学 FC東京U-18

MF 安斎 颯馬 ｱﾝｻﾞｲ ｿｳﾏ 2002/9/29 2 175 cm 68 kg 早稲田大学 青森山田高校

MF 日野 翔太 ﾋﾉ ｼｮｳﾀ 2002/10/16 2 166 cm 61 kg 拓殖大学 堀越高校

MF 熊取谷 一星 ｸﾏﾄﾘﾔ ｲｯｾｲ 2003/2/14 2 164 cm 60 kg 明治大学 浜松開誠館高校

MF 田村 蒼生 ﾀﾑﾗ ｿｳｷ 2002/4/20 2 165 cm 60 kg 筑波大学 柏U-18

MF 中島 舜 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝ 2002/4/8 2 172 cm 60 kg 流通経済大学 柏U-18

FW 星野 創輝 ﾎｼﾉ ｿｳｷ 2002/6/6 2 184 cm 78 kg 中央大学 横浜FM・Y

FW 三浦 敏邦 ﾐｳﾗ ﾄｼｸﾆ 2002/6/9 2 185 cm 82 kg 拓殖大学 神戸U-18
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監督  [一般財団法人関東大学サッカー連盟 技術委員]

コーチ  [一般財団法人関東大学サッカー連盟 技術委員]

コーチ

GKコーチ  [一般財団法人関東大学サッカー連盟 技術委員]
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