
徳島ヴォルティスユース カマタマーレ讃岐U-18
1 井原 優之 いはら まさゆき 3 徳島FCリベリモ 1 小原 一護 おばら いちご 1 伊丹FC
2 小西 智也 こにし ともや 3 徳島ヴォルティスJY 2 増田 大夢 ますだ ひろむ 2 カマタマーレ讃岐
3 河野 陸 かわの りく 2 徳島ヴォルティスJY 3 武下 智哉 たけした ともや 2 カマタマーレ讃岐
4 長野 瞭汰郎 ちょうの りょうたろう 3 横浜ポラリス 4 中西 奏多 なかにし かなた 2 カマタマーレ讃岐
5 市川 健志郎 いちかわ けんしろう 3 徳島ヴォルティスJY 5 福本 智哉 ふくもと ともや 1 ウェスタンプライド
6 豊福 直人 とよふく なおと 3 愛媛FC U-15 6 溝淵 斗唯 みぞぶち とうい 2 カマタマーレ讃岐
7 松原 蓮 まつばら れん 3 神戸FC 7 岩佐 麟太郎 いわさ りんたろう 1 カマタマーレ讃岐
8 澤崎 凌大 さわざき りょうた 3 徳島ヴォルティスJY 8 逢坂 利都生 おおさか りつき 2 カマタマーレ讃岐
9 吉本 勇気 よしもと ゆうき 3 徳島ヴォルティスJY 9 松井 拓都 まつい たくと 3 カマタマーレ讃岐
10 森田 凜 もりた りん 3 徳島ヴォルティスJY 10 阿部 壮紗 あべ そうざ 2 カマタマーレ讃岐
11 山田 晃汰 やまだ こうた 3 徳島FCリベリモ 11 西田 晴人 にしだ はると 3 カマタマーレ讃岐
12 秋月 裕太 あきづき ゆうた 中3 徳島ヴォルティスJY 13 藤澤 光佑 ふじさわ こうすけ 1 カマタマーレ讃岐
13 福田 将志 ふくだ まさし 3 徳島ヴォルティスJY 14 富永 拓斗 とみなが たくと 1 カマタマーレ讃岐
14 光藤 海晴 みつふじ かいせい 2 徳島ヴォルティスJY 15 坂東 秀哉 ばんどう しゅうや 3 カマタマーレ讃岐
15 村上 尋 むらかみ ひろ 3 徳島ヴォルティスJY 16 白石 雄大 しらいし ゆうだい 3 カマタマーレ讃岐
16 弘田 海吏 ひろた かいり 2 アランチャジョカーレ 17 森 怜太郎 もり れんたろう 1 カマタマーレ讃岐
17 四宮 悠成 しのみや ゆうせい 2 徳島ヴォルティスJY 18 藤井 明也 ふじい あきや 3 カマタマーレ讃岐
18 宮本 歩蓮 みやもと あれん 2 徳島FCリベリモ 19 田中 優佑 たなか ゆうすけ 2 カマタマーレ讃岐
19 大本 智也 おおもと ともや 1 徳島ヴォルティスJY 20 江内谷 絹人 えうちたに けんと 1 福山ローザスセレソン
20 藤田 樹 ふじた みき 2 徳島ヴォルティスJY 21 川田 脩斗 かわだ しゅうと 2 カマタマーレ讃岐
21 久保 力輝 くぼ りき 1 徳島ヴォルティスJY 22 金生 大翔 かねいき ひろと 2 カマタマーレ讃岐
22 吉富 駿介 よしとみ しゅんすけ 2 アルコバレーノ 23 古和 拓也 こわ たくや 2 レスポール浜田
23 小林 洸翔 こばやし ひろと 1 徳島ヴォルティスJY 24 前川 海 まえかわ かい 2 カマタマーレ讃岐
24 橋本 空新 はしもと そあら 2 徳島ヴォルティスJY 25 内田 遥都 うちだ はると 2 レイジェンド滋賀
25 森田 蓮 もりた れん 2 プルミエール徳島 26 城山 天翔 じょうやま かける 2 レスポール浜田
26 平田 駿佑 ひらた しゅんすけ 3 徳島ヴォルティスJY 27 淺田 彗潤 あさだ はうる 1 カマタマーレ讃岐
27 谷 聖己 たに いぶき 1 徳島ヴォルティスJY 28 末永 虎士朗 すえなが こじろう 3 カマタマーレ讃岐
28 藤崎 琉依 ふじさき るい 1 徳島ヴォルティスJY 29 小山 聖也 こやま しょうや 1 クレフィオ山口
29 中角 海音 なかすみ かい 1 徳島ヴォルティスJY 30 杉浦 空樹 すぎうら あしゅ 1 五色FC
30 佐藤 悠安 さとう ゆあん 1 徳島ヴォルティスJY 31 田中 遥杜 たなか はると 1 高知ユナイテッド
31 高橋 想 たかはし そう 2 徳島ヴォルティスJY 32 吉田 光 よしだ ひかる 1 クレフィオ山口
32 後東 尚輝 ごとう なおき 2 徳島ヴォルティスJY 33 多田 将彪 ただ まなと 2 カマタマーレ讃岐
33 香川 幹弥 かがわ みきや 1 プルミエール徳島 34 和田 悠生 わだ ゆうせい 1 セレッソ大阪和歌山
34 高田 大鳳 たかた たいおう 1 徳島ヴォルティスJY 35 田尾 佳祐 たお けいすけ 1 カマタマーレ讃岐
35 森 厚達 もり こうたつ 1 徳島ヴォルティスJY
36 京野 優士 きょうの ゆうじ 1 城西中
37 片山 寛人 かたやま ひろと 1 アルコバレーノ


