
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
J1 J1

田中 真二
東 泰

カルバハル
赤星 拓

2 佐河 政治 平岡 靖成 上赤坂 佳孝 アンドレ ヴァシリェヴィッチ ブエノ
3 藤田 泰成 橋内 優也 ヨルディ バイス
4 小井土 佳央 井手口 純 青葉 幸洋 柴村 直弥
5 本吉 剛 大場 啓 土居 義典 ダ・シルバ 平島 崇
6 大橋 進一 本吉 剛 アレシャンドレ 川田 信茂 小井土 佳央 大久保 裕樹

アンドレ
ソウザ

青山 隼
キム キョンジュン

オルシーニ
ナタン ジュニオール

ドゥンビア
アンドレジーニョ

11 河村 孝 キム キョンジュン 野村 直輝 島屋 八徳 宮代 大聖
12 高岡 真仁 中田 仁司 平田 英治 川田 信茂
13 花垣 龍二 秋元 利幸 藤原 雅之 大島 康明 山田 祥史 金 尚佑 阿部 祐大朗 杉本 恵太 松村 亮 呉屋 大翔 藤田 譲瑠チマ
14 佐々木 伸 坊野 竜也 中村 貴之 原田 慎太郎 押谷 祐樹
15 土居 義典 高橋 毅 平岩 裕治 塩川 岳人 六車 拓也
16 林 勝也 古川 毅 小井土 佳央 関口 泰章 榎本 大輝 鈴木 大誠
17 梶本 孝昭 関口 隆男 マリオ 塩谷 伸介 秋元 利幸 野口 大悟 丹羽 大輝
18 倉田 裕二 東 秀次 平岩 裕治 髙橋 健史 佐藤 晃大
19 関口 隆男 伊藤 直樹 神田 勝利 古屋 和也 西本 豊 笠原 宗太 大谷 祐馬 小峯 隆幸 入船 和真 林 祐征 平繁 龍一 杉本 恵太 薗田 卓馬 鈴木 大誠
20 高橋 哲雄 堀口 英明 筒井 紀章 林 威宏 中村 健 行友 亮二 石川 裕司 大坪 博和 玉乃 淳 上里 一将 エステバン アチーレ エマナ
21 寺尾 博 松橋 豊 松橋 豊 本間 康貴 上野 秀章
22 三森 敏雄 高橋 昌也 中田 仁司 マリオ 松下 豊 川田 信茂 古賀 秀樹 関口 泰章 高橋 毅 川北 裕介 竹中 修平 日野 優 八田 康介 島村 毅 ジオゴ
23 石井 肇 花垣 龍二 堀 哲也 秋元 利幸 大場 啓 平尾 嘉崇 桑山 照 島田 周輔 平岩 裕治 町中 大輔 天羽 良輔 岡本 秀雄 筑城 和人 日野 優 榎本 達也 石川 雅博 藤原 広太朗 小暮 大器 長谷川 悠
24 金南杓 段挙 塩谷 伸介 土居 義典 中村 貴之 松岡 輝好 福谷 祥伯 岡本 淳一 黄 永宗 福島 新太 川上 エドオジョン 智慧

25 王宝山 関口 隆男 坊野 竜也 竹田 憲彦 西本 豊 片岡 功二 高橋 毅 吉成 浩司 大久保 裕樹
26 唐尭東 藤田 善浩 アウミール 笹野 天史 アレックス 杉本 太郎 バラル
27 ビルッカ ペドロ 岡本 竜之介 辻本 茂輝 ディビッドソン 純マーカス 馬渡 和彰 大本 祐槻 チャキット
28 佐藤 清孝 和泉 聡 古川 毅 石田 祐樹 天羽 良輔 髙橋 健史 岡 卓磨 大屋 翼 久米 航太郎
29 荒井 信行 岩切 健浩 尾上 勇也 麦田 和志 ソン セファン 杉本 大地

大原 卓丈
ドゥグラス

31 櫛引 実 監物 政希 内海 宏昭 高橋 範夫 熊林 親吾 登尾 顕徳
32 堀 哲也 相原 辰也 島津 虎史 玉乃 淳 塩川 岳人 堀口 皓平 中野 小次郎 奥田 雄大 大森 博
33 塩谷 伸介 西河 翔吾 長谷川 太郎 松本 昂聡 エステバン
34 和泉 聡 小野 雄平 阿部 祐大朗 アドリアーノ 清原 翔平
35 古賀 秀樹 倉貫 一毅 菅原 康太 村松 大輔
36 石原 卓 表原 玄太
37
38 梶川 諒太
39 鈴木 大誠
40 吉丸 絢梓
41 狩野 健太
44 島屋 八徳
45
47 押谷 祐樹 押谷 祐樹
50 ピーター ウタカ

久米 航太郎 久米 航太郎

JSL2 旧JFL JFL J2 J2

梶本 孝昭 西本 豊 関口 泰章 谷奥 優作 河野 淳吾 三木 隆司 福元 洋平 田向 泰輝
斉藤 清孝 花垣 龍二 福重 良一 藤原 雅之 石川 裕司 輪湖 直樹 アレックス 大﨑 玲央 ドゥシャン

笠原 健 大谷 祐馬 鎌田 祥平 三田 光 エリゼウ 藤原 広太朗 ジエゴ
山田 和弘 高本 浩司 高尾 敬治 野口 大悟 筒井 紀章 登尾 顕徳 千代反田 充 石井 秀典

新田 広一郎 古賀 秀樹 大場 啓 西河 翔吾 米田 兼一郎 西嶋 弘之 窪田 良 カルリーニョス シシーニョ 内田 航平

米田 太志 平内 秀司 アウミール 磯山 和司 片岡 功二 津田 知宏 島屋 八徳
山中 英勇 古賀 秀樹 福谷 祥伯 サポーター

古川 保教 関口 隆男 桑山 照 行友 亮二 小林 康剛 柿谷 曜一朗 高崎 寛之 佐々木 一輝 清武 功暉
木下 一利 吉田 悟 大場 啓 大場 啓 田中 大輔 石田 祐樹 濱田 武 杉本 竜士

高本 浩司 荒井 信行 横瀬 善行 筒井 紀章 冨士 祐樹 青山 隼 太田 圭輔 廣瀬 智靖 井筒 陸也 岸本 武流
三森 敏雄 藤田 善浩 柘植 竜治 大島 康明 町中 大輔 挽地 祐哉 斉藤 大介 渡 大生 渡井 理己

伊藤 直樹 片岡 功二 上田 晋也 秋葉 忠宏 麦田 和志 衛藤 裕 山﨑 凌吾 表原 玄太
大橋 進一 川地 貴裕 梶井 剛志 大坪 博和 羽地 登志晃 羽地 登志晃 宮崎 光平 佐藤 晃大
堀口 英明 中村 貴之 岡本 淳一 川口 正人 岡本 竜之介 キム・ジョンミン 内田 裕斗 垣田 裕暉
高橋 昌也 高尾 敬治 行友 亮二 大森 健作 ペ・スンジン 大﨑 淳矢 キム ジョンピル 福岡 将太

櫛引 実 川島 透 迫 秀男 監物 政希 山口 篤史 島津 虎史 オ・スンフン 川浪 吾郎 渡辺 泰広 梶川 裕嗣 上福元 直人
山口 篤史 古田 泰士 木下 淑晶 広瀬 陸斗 藤田 征也

田中 賢二 中尾 拓 金 位漫 前川 大河 鈴木 徳真
保田 義忠 竹森 一明 小山 拓土 井上 渉 那須川 将大 佐々木 陽次 井澤 春輝 西谷 和希

谷池 洋平 大島 康明 平島 崇 佐々木 一輝 冨田 大介 内田 航平 安部 崇士
平岡 靖成 松浦 敦史 小泉 訓 橋内 優也 橋内 優也 秋山 拓也
古賀 秀樹 伊藤 勇士 安藤 寛明 花井 聖 ソン セファン 吹ケ 徳喜

菅原 康太 李 栄直 井澤 惇
六車 拓也 松澤 香輝

影山 啓自 迫 秀男 佐藤 晃大 長谷川 徹
阿部 一樹 小西 雄大

石川 雅博 福元 洋平 藤原 志龍
大西 孝治 川上 エドオジョン 智慧

浜下 瑛

西野 太陽
後東 尚輝

森田 凜

杉森 考起

監督 山出 邦男 石井 肇 エジーニョ 田中 真二 今井 雅隆 美濃部 直彦 小林 伸二 長島 裕明 リカルド　ロドリゲス ダニエル ポヤトス

1 松橋 豊 寺尾 博 松橋 豊 櫛引 実 松橋 豊 監物 政希 迫 秀男 山口 篤史 川北 裕介 山口 篤史 島津 虎史 高桑 大二朗 上野 秀章 榎本 達也 松井 謙弥 相澤 貴志 永井 堅梧 瀬口 拓弥

7 青木 一義 古川 保教 阿井 達也 平田 英治 吉成 浩司 原田 慎太郎 ジョルジーニョ アンドレ 徳重 隆明 柴崎 晃誠 小島 秀仁 木村 祐志 内田 裕斗 小西 雄大

8 三好 光一郎 マルサオ レェ 荒井 信行 筒井 紀章 横瀬 善行 伊藤 彰 ダ・シルバ 米田 兼一郎 倉貫 一毅 青山 隼 岩尾 憲

9 大本 典和 王宝山 ワグネル レェ 吉田 悟 秋元 利幸 林 威宏 小林 康剛 林 祐征 キム・ドンソプ ドウグラス キム・ジョンミン 長谷川 悠 アシチェリッチ 河田 篤秀

10 吉村 一人 レェ ジュニーニョ 関口 隆男 大島 康明 クレベルソン ファビオ 島田 裕介 鈴木 達也 クレイトン ドミンゲス 大﨑 淳矢 杉本 太郎 狩野 健太 渡井 理己

30 坂田 裕二 影山 啓自 監物 政希 高橋 範夫 金 尚佑 鈴木 正人 藤田 泰成 大原 卓丈 キム・ジョンミン 佐々木 匠 坪井 清志郎 ウリンボエフ 武田 太一 鈴木 輪太朗 イブラヒーム


