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佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ

田中 信也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ

島崎 恭平 ｼﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ

池内 誠 ｲｹｳﾁ ﾏｺﾄ

寺嶋 ひなた ﾃﾗｼﾏ ﾋﾅﾀ

No. Pos.  生年月日 所属 前所属

1 GK 木村 凌也 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 2003/6/10 187 cm 78 kg 日本大学 横浜FM・Y

12 GK 佐藤 瑠星 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 2003/10/24 191 cm 80 kg 筑波大学 熊本県立大津高校

2 DF 大迫 蒼人 ｵｵｻｺ ｱｵﾄ 2003/5/23 173 cm 74 kg 法政大学 FC東京U-18

3 DF 加藤 玄 ｶﾄｳ ｹﾞﾝ 2003/4/15 182 cm 78 kg 筑波大学 名古屋U-18

4 DF 小林 栞太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 2003/8/1 175 cm 74 kg 駒澤大学 鹿島Y

5 DF 諏訪間 幸成 ｽﾜﾏ ｺｳｾｲ 2003/6/6 184 cm 79 kg 筑波大学 横浜FM・Y

13 DF 高畠 捷 ﾀｶﾊﾀ ｶｹﾙ 2003/7/4 175 cm 69 kg 拓殖大学 川崎U-18

20 DF 田口 空我 ﾀｸﾞﾁ ｸｳｶﾞ 2003/9/5 173 cm 69 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校

18 DF 田端 琉聖 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 2003/5/11 185 cm 75 kg 立正大学 清水Y

22 DF 山之内 佑成 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｳｾｲ 2003/9/1 179 cm 77 kg 東洋大学 JFAアカデミー

6 MF 井上 真成 ｲﾉｳｴ ｼﾝｾｲ 2003/4/4 169 cm 63 kg 順天堂大学 甲府U-18

16 MF 渋谷 諒太 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 2003/5/15 174 cm 68 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校

14 MF 久永 瑠音 ﾋｻﾅｶﾞ ﾙｵﾝ 2004/3/4 175 cm 68 kg 桐蔭横浜大学 JFAアカデミー

11 MF 藤森 颯太 ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ 2003/7/17 170 cm 67 kg 明治大学 青森山田高校

15 MF 本間 温士 ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ 2003/6/30 172 cm 65 kg 桐蔭横浜大学 昌平高校

7 MF 山市 秀翔 ﾔﾏｲﾁ ｼｭｳﾄ 2004/1/20 170 cm 64 kg 早稲田大学 桐光学園高校

10 MF 山崎 太新 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾝ 2004/2/27 174 cm 71 kg 筑波大学 横浜FC・Y

19 FW 相澤 デイビッド ｱｲｻﾞﾜ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 2003/8/2 195 cm 88 kg 法政大学 日本文理高校

8 FW 川畑 優翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 2003/9/9 178 cm 71 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校

9 FW 田中 幹大 ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ 2003/7/22 180 cm 70 kg 中央大学 川崎U-18

17 FW 根本 鼓太郎 ﾈﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 2004/1/11 176 cm 60 kg 桐蔭横浜大学 東京V・Y
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【STAFF】

役職 氏名 所属

監督 中央大学

氏名 身⾧ 体重

コーチ 流通経済大学

GKコーチ 桐蔭横浜大学

トレーナー 俺の治療院

主務 明治学院大学

【MEMBER】


