
【スタッフ】
西入　俊浩 ﾆｼｲﾘ ﾄｼﾋﾛ 【日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチ/JFAアカデミー堺】
前田　信弘 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 【日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ/ナショナルトレセンコーチ】
川島　透 ｶﾜｼﾏ ﾄｵﾙ 【日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ/ナショナルトレセンコーチ】
轟　奈都子 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾅﾂｺ 【日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチ/セレッソ大阪】
大友　麻衣子 ｵｵﾄﾓ ﾏｲｺ 【尚美学園大学女子サッカー部】

【選　手】
Pos. 選手名 生年月日 所　 属 都道府県
GK ※ 小野寺　未知 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾁ 1999.08.12 165 cm 58 kg 栗原市立築館中 宮城県
GK ※ 水島　汐梨 ﾐｽﾞｼﾏ ｼｵﾘ 1999.12.01 168 cm 58 kg 浜松市立富塚中 静岡県
GK 飯田　若奈 ｲｲﾀﾞ ﾜｶﾅ 2000.07.22 167 cm 54 kg つくばフットボールクラブレディース 茨城県
GK ※ 大山　爽瑛 ｵｵﾔﾏ ｻｴ 2000.11.13 171 cm 60 kg 東松山市立南中 埼玉県
GK 秋庭　未奈 ｱｷﾊﾞ ﾐﾅ 2001.01.05 165 cm 50 kg 大阪桐蔭ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞﾌﾗﾐﾝｺﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞU-15 大阪府
GK 小林　加乃 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 2001.01.27 166 cm 63 kg OYAMA-LFC 茨城県
GK 斎藤　朋風 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ 2001.06.04 164 cm 50 kg FC五十嵐ガールズ 新潟県
GK 堺谷　由梨 ｻｶｲﾀﾆ ﾕﾘ 2001.11.16 161 cm 52 kg 大宮ＦＣエンジェルス09 埼玉県
GK 中村　香苗 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｴ 2002.01.24 163 cm 44 kg ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ 神奈川県
GK 田辺　萌々香 ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 2002.04.28 147 cm 39 kg 大和田サッカー少年団 千葉県
GK 瀬戸井　つかさ ｾﾄｲ ﾂｶｻ 2002.05.20 152 cm 47 kg 上本郷サッカークラブ 千葉県
GK ※ 山﨑　京子 ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｺ 2002.06.07 153 cm 40 kg 広島市立牛田小 広島県
GK ※ 宮崎　公佳 ﾐﾔｻﾞｷ ｷﾐｶ 2002.06.28 155 cm 59 kg さいたま市立常磐北小 埼玉県
GK 藤田　花 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾅ 2002.06.30 143 cm 36 kg みさきフットボールクラブ 兵庫県
GK 倉田　愛里紗 ｸﾗﾀ ｱﾘｻ 2002.07.13 150 cm 40 kg 貴生川サッカースポーツ少年団 滋賀県
GK 新木　里奈 ｱﾗｷ ﾘﾅ 2002.07.21 159 cm 47 kg 藤岡ブルートパーズ　フューチャーズ 群馬県
GK 西村　瑠音 ﾆｼﾑﾗ ﾙﾈ 2002.09.24 162 cm 65 kg 一本松少年サッカークラブ 愛媛県
GK 竹下　奏彩 ﾀｹｼﾀ ｶﾅｻ 2002.10.21 160 cm 47 kg 香寺サッカージュニア 兵庫県
GK 小林　美澄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽｽﾞ 2002.10.27 153 cm 45 kg はやぶさフットボールクラブ 東京都
GK ※ 大塚　彩音 ｵｵﾂｶ ｱｶﾈ 2002.12.06 150 cm 52 kg 印西市立木下小 千葉県
GK 平澤　青季 ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｷ 2003.04.12 145 cm 38 kg 水戸市渡里サッカースポーツ少年団 茨城県
GK 内田　める ｳﾁﾀﾞ ﾒﾙ 2003.04.27 142 cm 34 kg FC前橋南 群馬県
GK 恒石　彩華 ﾂﾈｲｼ ｱﾔｶ 2003.05.08 146 cm 33 kg 伏山台フットボールクラブ 大阪府
GK 横澤　栞 ﾖｺｻﾞﾜ ｼｵﾘ 2003.10.12 154 cm 54 kg DOHTOJrU-12 北海道

※は選手登録なし
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