
No, pos 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム

1 小川 隆希 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｷ 香西

2 女子 松谷 侑奈 ﾏﾂﾀﾆ ﾕｳﾅ 香西

3 山口 藍都 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ シーガル

4 長田 悠里 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾘ 紫雲

5 大西 隼人 ｵｵﾆｼ ﾊﾔﾄ 高松第一

6 木村 安慈 ｷﾑﾗ ｱﾝｼﾞ 高松第一

7 林 蒼太 ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 高松第一

8 飯間 一景 ｲｲﾏ ｲｯｹｲ DESAFIO

9 林 朋樹 ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ DESAFIO

10 GK 犬渕 乙新 ｲﾇﾌﾞﾁ ｲｯｼﾝ 長尾

11 本井 蒼馬 ﾓﾄｲ ｿｳﾏ 牟礼

12 明神 蓮 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾚﾝ 屋島

13 泉 一颯 ｲｽﾞﾐ ｲｯｻ 宇多津

14 大久保 成海 ｵｵｸﾎﾞ ﾅﾙﾐ 丸亀城東

15 GK 國米　空翔 ｺｸﾏｲ　ｸｳﾄ 丸亀城南

16 森江 力丸 ﾓﾘｴ ﾘｷﾏﾙ 朝比奈

17 宮武 玲葵 ﾐﾔﾀｹ ﾚｲｱ たどつ

18 岡 樹壱 ｵｶ ｷｲﾁ 三豊

19 秋山 優羽 ｱｷﾔﾏ ﾕｳ ANIMO

20 横内 絢帆 ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝﾎ ANIMO
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2021　前期　JFAトレセン香川　U-12　選手名簿



No, 備考 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム

1 石川　達也 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ ディアモ

2 多田 臣太郎 ﾀﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ディアモ

3 磯田　真翔 ｲｿﾀﾞ ﾏﾅﾄ こやま

4 岡田 啓杜 ｵｶﾀﾞ ｹｲﾄ こやま

5 越智 俊介 ｵﾁ ｼｭﾝｽｹ ディーオルーチェ

6 4年 船津　瑠希 ﾌﾅﾂ ﾙｷ ディーオルーチェ

7 米田　斗緒磨 ﾖﾈﾀﾞ ﾄｵﾏ ディーオルーチェ

8 福谷 怜音 ﾌｸﾀﾆ ﾚｵ 牟礼

9 畑　康佑 ﾊﾀ ｺｳｽｹ 坂出

10 三好　航生 ﾐﾖｼ ｺｳｾｲ 綾南

11 香川　煌介 ｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ コーマラント

12 山添　成海 ﾔﾏｿﾞｴ ﾅﾙﾐ コーマラント

13 沖本　司朗 ｵｷﾓﾄ ｼﾛｳ 丸亀FC

14 小林　唯人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾄ 丸亀FC

15 井元　奏汰 ｲﾓﾄ ｶﾅﾀ NSP

16 田中　隆伍 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｺﾞ NSP

17 香川　織翔 ｶｶﾞﾜ ｵﾘﾄ たどつ

18 芳地　大空 ﾎｳﾁ ﾀｸ たどつ

19 山原　大雅 ﾔﾏﾊﾗ ﾀｲｶﾞ たどつ
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No, 学年 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム

1 6 宮井　千拓 ﾐﾔｲ ﾁﾋﾛ キッズ

2 5 陶山　玲依 ｽﾔﾏ ﾚｲ LAZO

3 6 川井　芽衣 ｶﾜｲ ﾒｲ 香西

4 6 天雲　羽南 ﾃﾝｸﾓ ﾊﾅﾐ 香西

5 6 遠山  真昊 ﾄｳﾔﾏ ﾐｿﾗ 香西

6 6 中村　なな ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅ 香西

7 6 三宅　愛華 ﾐﾔｹ　ｱｲｶ 香南

8 5 安東　詩乃 ｱﾝﾄﾞｳ ｳﾀﾉ 屋島

9 6 橋本　芽依 ﾊｼﾓﾄ ﾒｲ 屋島

10 5 森　優月 ﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ 屋島

11 6 安田　絵恋 ﾔｽﾀﾞ ｴﾚﾝ 宇多津

12 5 坂東　咲依 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｻｲ 綾南

13 6 川崎　みう ｶﾜｻｷ ﾐｳ 丸亀城南

14 6 根木　海里 ﾈｷﾞ ｶｲﾘ 郡家

15 6 平尾　心瑚 ﾋﾗｵ ｺｺ 郡家

16 5 富家　夏鈴 ﾄﾐｲｴ ｶﾘﾝ NSP

17 6 中川　仁瑚 ﾅｶｶﾞﾜ ﾆｺ NSP

18 5 藤村　美友 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕ 善通寺東部

19 6 内海　遙心 ｳﾂﾐ ﾄﾜ 善通寺朝比奈

20 6 漆谷　心温 ｳﾙｼﾀﾆ ｺﾊﾙ たどつ

21 5 米田　萌音 ﾖﾈﾀﾞ ﾒﾈ たどつ

22 5 中川 ひまり ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾏﾘ ANIMO

23 6 中川　響 ﾅｶｶﾞﾜﾋﾋﾞｷ 常一
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