
Aチーム Bチーム

No. 氏名 ふりがな ポジション 所属スクール No. 氏名 ふりがな ポジション 所属スクール

1 槇 海都 まき かいと PR 田園 1 青木 律 あおき りつ PR 横浜

2 新堀 隼風 しんぼり はやと PR 横浜 2 宮川 優也 みやがわ ゆうや PR 横浜

3 石田 楽人 いしだ がくと PR DAGS 3 角石 晃洋 かくいし あきひろ PR 茅ヶ崎

4 髙北 卓弥 たかきた たくや PR 横須賀 4 山岸 達哉 やまぎし たつや PR 川崎

5 野沢 涼介 のざわ りょうすけ HO 横浜 5 松村 知周 まつむら ともちか PR 相模原

6 岩田 祥吾 いわた しょうご HO 横須賀 6 川嶋 優弥 かわしま ゆうや HO 横浜

7 泉 猛虎 いずみ たけとら LO 田園 7 伊東 駿 いとう しゅん HO 藤沢

8 磯部 洋介 いそべ ようすけ LO 藤沢 8 菅原 優汰 すがわら ゆうた LO DAGS

9 内田 尚輝 うちだ なおき LO 横須賀 9 見山 達哉 みやま たつや LO 横浜

10 岡田 陸斗 おかだ りくと LO 横浜 10 山谷 直樹 やまや なおき LO 田園

11 斉藤 直人 さいとう なおと SH 横浜 11 伊藤 康祐 いとう こうすけ LO 藤沢

12 木下 元太 きのした げんた SO DAGS 12 甲山 大悟 こうやま だいご SH 大和

13 大下 浩太朗 おおした こうたろう CTB 横浜 13 村田 悠 むらた ゆう SH 田園

14 菊地 光 きくち ひかる CTB 横浜 14 森田 友介 もりた ゆうすけ SO 横須賀

15 熊谷 一生 くまがい いっせい CTB 海老名 15 曽根田 雄亮 そねだ ゆうすけ SO 茅ヶ崎

16 橋本 和将 はしもと かずまさ CTB 田園 16 藤原 稜樹 ふじわら たかき CTB 横須賀

17 山同 走 さんどう らん WTB 田園 17 大平 純造 おおだいら じゅんぞう CTB 横浜

18 西村 壮平 にしむら そうへい WTB DAGS 18 水谷 健人 みずたに けんと CTB 藤沢

19 新原 潤也 にいはら じゅんや WTB 田園 19 渡辺 開人 わたなべ かいと WTB DAGS

20 山田 拓磨 やまだ たくま FB 横浜 20 丸山 湊 まるやま みなと WTB 横浜

21 宇野 明彦 うの あきひこ FB 横須賀 21 森口 涼太 もりぐち りょうた WTB 横浜

22 北沢 皆人 きたざわ みなと WTB 海老名

監督 小池 郁生 海老名RS 23 堀口 翔汰 ほりぐち しょうた WTB 藤沢

FWコーチ 牧尾 一紀 相模原RS 24 谷 遼太 たに りょうた FB 大和

BKコーチ 井手 靖 田園RS 25 今井 健介 いまい けんすけ FB 藤沢

事務局 佐々木 尚史 秦野RS 監督 井上 史彦 横浜RS
FWコーチ 小森 郁夫 秦野RS
BKコーチ 谷 直人 大和RS
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