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公益財団法人 日本サッカー協会

【スタッフ】
GKコーチ

[チーフ]
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾅﾂｺ

GKコーチ 井嶋 　正樹 ｲｼﾞﾏ ﾏｻｷ

GKコーチ 加藤　竜二 ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ

GKコーチ 櫛引　実 ｸｼﾋﾞｷ ﾐﾉﾙ

GKコーチ 大石　七美 ｵｵｲｼ ﾅﾐ

【選　手】

選手名 生年月日 所属

横濱　なな子 ﾖｺﾊﾏ ﾅﾅｺ 2004.07.10 167 cm 63 kg オルカ鴨川FC U-15

鍵谷　天 ｶｷﾞﾀﾆ ｿﾗ 2004.11.01 168 cm 54 kg NGUラブリッジ名古屋スターチス

岡本　陽菜 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾅ 2005.04.02 163 cm 58 kg pazduro

宇保　ひなの ｳﾎ ﾋﾅﾉ 2005.05.26 161 cm 50 kg case okinawa ale

大竹　夏姫 ｵｵﾀｹ ﾅﾂｷ 2005.06.19 161 cm 55 kg つくばＦＣレディースユース

下川　陽南多 ｼﾓｶﾜ ﾋﾅﾀ 2005.08.11 165 cm 64 kg F.C. ENFINI ROSA

上村　美紀 ｶﾐﾑﾗ ﾐｷ 2006.04.17 164 cm 43 kg FRIENDLYレディース

守屋　育海 ﾓﾘﾔ ｲｸﾐ 2006.07.01 170 cm 54 kg SEISA OSAレイア湘南FC U-15

長谷川　実乃里 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ 2006.10.01 158 cm 49 kg 白岡SCL

長井　ほのか ﾅｶﾞｲ ﾎﾉｶ 2006.10.24 161 cm 63 kg FCヴィトーリア

山﨑　璃音 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 2006.11.23 169 cm 60 kg アルビレックス新潟レディースU-15

今井　詠子 ｲﾏｲ ｳﾀｺ 2007.01.25 153 cm 42 kg 名古屋FCルミナスU14

前川　ゆめの ﾏｴｶﾜ ﾕﾒﾉ 2007.03.06 166 cm 56 kg ちふれASエルフェン埼玉マリ

藤田　智愛 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾐ 2007.03.24 159 cm 58 kg 鵠沼中

坂田　湖琳 ｻｶﾀ ｺﾘﾝ 2007.04.19 157 cm 48 kg 宿毛FC

小野寺　茉央 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾅｶ 2007.05.01 160 cm 50 kg 飯能ジュニアサッカースポーツ少年団

天野　衣千花 ｱﾏﾉ ｲﾁｶ 2007.06.08 161 cm 39 kg 長尾台サッカークラブ

有木　心詩 ｱﾘｷ ｺｳﾀ 2007.08.07 152 cm 42 kg 学園フットボールクラブ

梅澤　ひかり ｳﾒｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 2007.09.06 156 cm 43 kg 児湯SC Jr.

髙橋　うた ﾀｶﾊｼ ｳﾀ 2007.09.15 165 cm 47 kg 蒲小

丸谷　優 ﾏﾙﾀﾆ ﾕｳ 2007.10.11 154 cm 42 kg 北摂ガールズ

伊藤　小桃 ｲﾄｳ ｺﾓﾓ 2007.10.18 152 cm 46 kg 東小沢FCバンビーナネクスト

山本　朱優 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳ 2007.11.16 154 cm 48 kg 田彦サッカースポーツ少年団

ニールソン 美杏果 ﾆｰﾙｿﾝ ﾋﾞｱﾝｶ 2007.12.20 164 cm 51 kg 白百合FC

佐藤　璃星 ｻﾄｳ ﾘｾ 2007.12.26 158 cm 47 kg NPO法人横浜深園サッカークラブ

福田　みのり ﾌｸﾀﾞ ﾐﾉﾘ 2008.02.05 153 cm 47 kg 一宮FC

佐藤　真綾 ｻﾄｳ ﾏｱﾔ 2008.07.05 168 cm 60 kg 長良西スポーツ少年団サッカー部

丹羽　なるみ ﾆﾜ ﾅﾙﾐ 2008.07.09 152 cm 40 kg 戸木南ボンバーズFC

日下部　京音 ﾋｶﾍﾞ ｹｲﾄ 2008.11.10 135 cm 30 kg 有玉サッカースポーツ少年団

田中　千結 ﾀﾅｶ ﾁﾕ 2009.02.05 140 cm 35 kg 小平FCウイングスガールズ

女子GKキャンプ メンバー　(6/28-30@J-STEP）

轟　奈都子

身長 体重

【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ】

【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ /東海大学熊本 】

【日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ/JFAアカデミー福島】

【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】

【熊本県女子トレセンコーチ】


