
平成30年度　メンバー紹介

No No
1 鈴木 信吾 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 1 佐藤 瑠紀 知多SC 1 斎藤　　要 岡崎北

2 伊藤 賢悟 豊川南部中 2 白井 翔 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 2 阿部  崇人 葵中

3 足立 圭吾 依佐美中 3 夏目 嵩大 ﾃﾞｭｰﾐﾗﾝ 3 小笠原琉斗 青森山田中

4 相澤 隆伸 SC豊田 4 姫野 宮弥 岩津中 4 佐藤　優太 鶴城中

5 伊藤 龍汰 豊川西部中 5 舞田 圭祐 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 5 鳥居  　源 西尾中

6 田中 海登 知多SC 6 若槻 唯杜 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 6 星野  　光 刈谷JY

7 ⾧澤 裕佑 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 7 上石 航 ｾﾝﾄﾗﾙ豊橋 7 上野  泰輝 刈谷JY

8 松井 優人 FC豊橋ﾃﾞｭｰﾐﾗﾝ 8 大畑 楓稀 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 8 橋本　正哉 碧南南中

9 汀 裕和 豊田AFC 9 小椋 遥矢 RiversideFC 9 天野    葵 竜海中

10 石川 歩夢 刈谷81 10 鈴木 蒼汰 竜南中 10 伊藤  弦大 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川

11 桜庭 優太 刈谷81 11 鈴木 亮矢 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 11 江藤  龍一 ｾﾝﾄﾗﾙ豊橋

12 伊藤 雅士 朝日中 12 鶴田 泰己 六ッ美北中 12 岡田　一希 SC豊田

13 坂田 浩太 富士松中 13 鳥飼 健翔 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 13 石川　勇志 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川

14 佐々木 太基 緑東FC 14 藤垣 泰人 豊明中 14 高野　幹太 碧南南中

15 畔柳 遼河 SC豊田 15 團野 凌 朝日丘中 15 都築　敦也 FC西尾

16 打越 圭太 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 16 鈴木 優真 安城北中 16 三輪  智矢 FC西尾

17 川合 晴夏 竜海中 17 戸田 健太 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 17 山本  翔也 鶴城中

18 杉浦 快 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 18 平松 海里 碧南南中 18 竹内  　希 甲山中　

19 塩井川 建太 鶴城中 19 田中 龍之介 瀬戸FC 19 田島　壮梧 浄水中

20 鈴木 晴登 碧南南中 20 久田 皐太 西端中 20 岡本　良太 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好

21 田中 龍治郎 刈谷東中 21 渡邊 幹斗 刈谷81 21 羽根田草平 梅坪台中

22 永井 佑季 碧南南中 22 赤澤 直弥 ｾﾝﾄﾗﾙ豊橋 22 鈴木　陽向 刈谷JY

23 川原 悠弥 朝日丘中 23 浅田 優威 FC西尾 23 山本  稔起 刈谷JY

24 多久 蓮汰 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 24 柳 和輝 甲山中 24 横山  慶多 松平FC

25 武井 太希 刈谷東中 25 中森 光紀 豊明中 25 及川　陽誠 竜南中

26 三柴 達 安城北中 26 赤岩 秀一 六ッ美北中 26 原田　晃聖 愛知FC押切

27 夏目 楓太 FC豊橋ﾃﾞｭｰﾐﾗﾝ 27 石澤 泰地 刈谷南中 27 細野　晃平 梅坪台中

28 中根 璃穏 東海ｽﾎﾟｰﾂ 28 清水 陽登 梅坪台中 28 水野  貴斗 愛知FC

29 木村 海友 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 29 竹内 陸翔 東浦中 29 岡田　颯太 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷

30 濱邉 仁一朗 FCﾏﾘﾅｰｽﾞ 30 高木 厚憲 高浜FC 30 坂神　賢亮 ﾘﾍﾞﾗｰﾙ豊橋

31 佐藤 璃音 盈進中 31 廣川 大雅 浄水中 31 松尾　悠真 松平FC

32 北田 絵人 安城北中 32 伊藤 哲斗 刈谷81 32 浅田　凌典 鶴城中

33 河津 明良 知立南中 33 江澤 志遠 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 33 神谷　光城 豊田AFC

34 藤井 友也 富士松中 34 伊藤 恵剛 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 34 冨川  　司 刈谷JY

35 藤本 直樹 豊田AFC 35 井埜 圭統 刈谷南中 35 大須賀祥真 SC豊田

36 山内 亮佑 豊田AFC 36 大西 伶哉 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 36 松田  琢磨 愛知FC

37 徳田 武人 美里中 37 澤田 一輝 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 37 佐藤　秀俊 六ツ美北中

38 髙橋 幸大 SC豊田 38 竹内 海斗 SC豊田 38 白井　蓮 六ツ美北中

39 河合 剛希 FCﾏﾘﾅｰｽﾞ 39 中根 竣平 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 39 近清　匠 六ツ美北中

40 青山 敬吾 刈谷81 40 前田 恵杜 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 40 長谷川　留偉 末野原中

41 内藤 昴 岡崎南中 41 稲垣 和磨 安城北中 41 大橋　勇雅 六ツ美北中

42 岩下 竣哉 RiversideFC 42 山口 文也 FC豊明
43 藪下 駿 SC豊田 43 浦田 海翔 梅坪台中
44 小笠原 拓海 ﾘﾍﾞﾗｰﾙ豊橋 44 鈴木 健斗 梅坪台中
45 東 大二朗 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 45 三浦 凛太郎 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷
46 打越 亮太 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 46 久米 海斗 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川
47 加藤 圭悟 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 47 黒栁 瑠哉 甲山中
48 野村 優太 ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 48 ⾧谷 優磨 碧南東中
49 桐木 元洋 知立中 49 鈴木 太陽 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷
50 鈴置 盛悟 ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 50 峰村 幸希 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷
51 深谷 渓太 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷 51 安立 義幸 朝日中
52 峯田 佳典 ﾗﾗﾝｼﾞｬ豊川 52 神垣 壮哉 富士松中

53 小西 泰世 竜南中
54 小林 泰嘉 RiversideFC
55 千賀 優樹 竜南中
56 間瀬 拓夢 新香山中
57 古市 朋之 岡崎南中
58 永坂 弥希 知立中
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