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GK 岩瀬 陽 ｲﾜｾ ﾋｶﾙ 2003/10/15 1 185 cm 83 kg 中央大学 興國高校
GK 上林 豪 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 2002/8/18 2 186 cm 78 kg 明治大学 C大阪U-18
GK 高橋 一平 ﾀｶﾊｼ ｲｯﾍﾟｲ 2003/10/2 1 189 cm 84 kg 桐蔭横浜大学 神戸U-18

DF 東根 輝季 ｱｽﾞﾏﾈ ｺｳｷ 2002/5/14 2 176 cm 70 kg 東京国際大学 C大阪U-18
DF 安藤 寿岐 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 2003/10/14 1 174 cm 72 kg 筑波大学 鳥栖U-18
DF 五十嵐 聖己 ｲｶﾞﾗｼ ｾﾅ 2002/4/13 2 175 cm 75 kg 桐蔭横浜大学 尚志高校
DF 板倉 健太 ｲﾀｸﾗ ｹﾝﾀ 2002/6/12 2 181 cm 80 kg 東京国際大学 山梨学院高校
DF 内田 陽介 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ 2002/8/20 2 167 cm 64 kg 明治大学 青森山田高校
DF 熊倉 弘貴 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 2002/5/16 2 174 cm 70 kg 日本大学 前橋育英高校
DF 鷲見 星河 ｽﾐ ｾｲｶﾞ 2002/6/11 2 187 cm 80 kg 明治大学 名古屋U-18
DF 諏訪間 幸成 ｽﾜﾏ ｺｳｾｲ 2003/6/6 1 184 cm 79 kg 筑波大学 横浜FM・Ｙ
DF 田口 空我 ﾀｸﾞﾁ ｸｳｶﾞ 2003/9/5 1 173 cm 69 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校

DF 根本 健太 ﾈﾓﾄ ｹﾝﾀ 2002/12/13 2 184 cm 81 kg 流通経済大学 東京学館高校
DF 原 圭佑 ﾊﾗ ｹｲｽｹ 2003/6/1 1 182 cm 74 kg 中央大学 東京V・Y
DF 福井 啓太 ﾌｸｲ ｹｲﾀ 2002/5/19 2 177 cm 74 kg 筑波大学 大宮U18

MF 池田 柚生 ｲｹﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 2003/9/2 1 165 cm 59 kg 桐蔭横浜大学 広島Y
MF 植木 颯 ｳｴｷ ﾊﾔﾃ 2003/10/11 1 173 cm 67 kg 日本大学 日本大学藤沢高校
MF 川畑 優翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 2003/9/9 1 178 cm 71 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校

MF 熊倉 弘達 ｸﾏｸﾗ ｺｳﾀﾂ 2002/5/16 2 172 cm 68 kg 日本大学 前橋育英高校
MF 渋谷 諒太 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 2003/5/15 1 174 cm 68 kg 流通経済大学 流通経済大学付属柏高校

MF 菅野 隆星 ｽｶﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 2002/11/3 2 174 cm 62 kg 日本体育大学 G大阪Y
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 竹内 崇人 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄ 2002/5/29 2 177 cm 74 kg 筑波大学 広島Ｙ
MF 田中 幹大 ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ 2003/7/22 1 182 cm 70 kg 中央大学 川崎U-18
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 常盤 亨太 ﾄｷﾜ ｷｮｳﾀ 2002/4/9 2 173 cm 69 kg 明治大学 FC東京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 桑山 侃士 ｸﾜﾔﾏ ｶﾝｼﾞ 2002/11/28 2 184 cm 80 kg 東海大学 東海大学付属高輪台高校

FW 田中 禅 ﾀﾅｶ ｾﾞﾝ 2002/10/28 2 185 cm 77 kg 明治大学 鳥栖U-18
FW 中村 草太 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 2002/10/15 2 169 cm 62 kg 明治大学 前橋育英高校
FW 久永 瑠音 ﾋｻﾅｶﾞ ﾙｵﾝ 2004/3/4 1 175 cm 68 kg 桐蔭横浜大学 JFAアカデミー
FW 星野 創輝 ﾎｼﾉ ｿｳｷ 2002/6/6 2 184 cm 82 kg 中央大学 横浜FM・Ｙ
FW 堀金 峻明 ﾎﾘｶﾈ ｼｭﾝﾒｲ 2002/12/25 2 180 cm 73 kg 関東学院大学 九州国際大学付属高校
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GK 奥田 剛史 ｵｸﾀﾞ ｺﾞｳｼ 2003/3/25 2 180 cm 78 kg 明治学院大学 湘南U-18
GK 後藤 佑介 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 2002/6/17 2 183 cm 71 kg 順天堂大学 清水Y
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 鹿児島城西高校

DF 市川 聖也 ｲﾁｶﾜ ｾｲﾔ 2002/4/10 2 182 cm 70 kg 明治学院大学 静岡学園高校
DF 伊藤 慶亮 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 2003/6/16 1 180 cm 73 kg 東京学芸大学 秋田U-18
DF 井上 太聖 ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 2002/10/1 2 183 cm 75 kg 順天堂大学 堀越高校
DF 神橋 良汰 ｶﾐﾊｼ ﾘｮｳﾀ 2002/6/16 2 192 cm 85 kg 早稲田大学 川崎U-18
DF 小林 栞太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 2003/8/1 1 175 cm 74 kg 駒澤大学 鹿島Y
DF 佐久間 翔士 ｻｸﾏ ﾊﾈﾄ 2003/1/7 2 180 cm 79 kg 産業能率大学 湘南U-18
DF 佐々木 奈琉 ｻｻｷ ﾅﾙ 2003/7/13 1 172 cm 60 kg 早稲田大学 帝京長岡高校
DF 杉山 佳宏 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 2002/12/3 2 169 cm 63 kg 産業能率大学 熊本県大津高校
DF 高畠 捷 ﾀｶﾊﾀ ｶｹﾙ 2003/7/4 1 175 cm 69 kg 拓殖大学 川崎U-18
DF 田端 琉聖 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 2003/5/11 1 185 cm 75 kg 立正大学 清水Y
DF 照井 佑亮 ﾃﾙｲ ﾕｳｽｹ 2002/6/20 2 180 cm 73 kg 拓殖大学 横浜創英高校

MF 青木 俊輔 ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ 2003/1/8 2 170 cm 67 kg 法政大学 東福岡高校
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 井上 真成 ｲﾉｳｴ ｼﾝｾｲ 2003/4/4 1 169 cm 63 kg 順天堂大学 甲府U-18
MF 揖斐 俊斗 ｲﾋﾞ ｼｭﾝﾄ 2002/12/19 2 174 cm 64 kg 法政大学 柏U-18
MF 欠畑 魁星 ｶｹﾊﾀ ｶｲｾｲ 2002/5/10 2 171 cm 68 kg 駒澤大学 盛岡商業高校
MF 木村 俊太 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 2002/7/24 2 172 cm 68 kg 拓殖大学 柏U-18
MF 栗原 諒 ｸﾘﾊﾗ ﾏｺﾄ 2001/6/14 1 174 cm 67 kg 順天堂大学 前橋育英高校
MF 多田 圭佑 ﾀﾀﾞ ｹｲｽｹ 2002/9/27 2 176 cm 71 kg 立正大学 矢板中央高校
MF 立山 大祐 ﾀﾃﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 2003/6/14 1 175 cm 62 kg 東京学芸大学 秋田U-18
MF 角田 惠風 ﾂﾉﾀﾞ ﾖｼｶｾﾞ 2003/8/18 1 172 cm 66 kg 慶應義塾大学 横浜FM・Y
MF 中川 敦瑛 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾃﾙ 2002/5/15 2 172 cm 72 kg 法政大学 横浜FC・Ｙ
MF 中村 晃大 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 2002/6/27 2 168 cm 64 kg 国士舘大学 丸岡高校
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 山市 秀翔 ﾔﾏｲﾁ ｼｭｳﾄ 2004/1/20 1 170 cm 64 kg 早稲田大学 桐光学園高校

FW 生駒 泰輝 ｲｺﾏ ﾀｲｷ 2003/4/23 1 164 cm 60 kg 東京学芸大学 神戸U-18
FW 吉川 元輝 ｷｯｶﾜ ｹﾞﾝｷ 2003/1/21 2 175 cm 65 kg 城西大学 日本航空高校
FW 駒沢 直哉 ｺﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 2002/5/17 2 178 cm 72 kg 早稲田大学 金沢U-18
FW 﨑山 友太 ｻｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 2002/6/15 2 170 cm 67 kg 駒澤大学 米子北高校
FW 名須川 真光 ﾅｽｶﾜ ﾏｻｷ 2003/9/16 1 177 cm 78 kg 順天堂大学 青森山田高校
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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