
国体選抜（成年男子） 国体選抜（少年男子）

山﨑　史登 FC今治 大野　智也 今治東中等教育学校サッカー部

西田　翼 FC今治 高橋　京太郎 今治東中等教育学校サッカー部

稲田　圭哉 FC今治 横江　空 今治東中等教育学校サッカー部

斉藤　誠治 FC今治 宮本　啓介 今治東中等教育学校サッカー部

西田　健吾 FC今治 石川　蒼大 今治東中等教育学校サッカー部

植村　公亮 FC今治 山本　和季 松山工業高等学校

平家　英紀 FC今治 野本　梨月 新田高等学校

高田　大樹 FC今治 近藤　高虎 新田高等学校

小笠原　宏樹 FC今治 田野内　和輝 愛媛FCユース

岡本　剛史 FC今治 小木曽　春樹 愛媛FCユース

柏木健太郎 FC今治 忽那　喬司 愛媛FCユース

鶴澤　昴 FC今治 木藤　佑也 愛媛FCユース

中島　徳洋 FC今治 菊池　直志 宇和島南中等教育学校

北林　孝規 FC今治 福本　拓海 済美高等学校サッカー部

松平　京 FC今治 曽根　晃太　 済美高等学校サッカー部

吉波　毅顕 FC今治 奈島　央幸 済美高等学校サッカー部

国体選抜（女子） １種（一般）

大迫　華子 愛媛FCレディース 岡本　剛史 FC今治

串山　早希 愛媛FCレディース 柏木　健太郎 FC今治

小野山　奈々 愛媛FCレディース 吉波　毅顕 FC今治

向谷　綾香 愛媛FCレディース 松平　　京 FC今治

山城　見友希 愛媛FCレディース 原　　則文 新商クラブ

西川　早弓 愛媛FCレディース 大上　聖二 新商クラブ

岩本　有加 愛媛FCレディース 深水　章生 松山市役所サッカー部

丹羽　瑞穂 愛媛FCレディース 伊井　玲奈斗 松山市役所サッカー部

阿久根　真奈 愛媛FCレディース 川原　憂也 新居浜工業高等専門学校サッカー部

小川　真名美 愛媛FCレディース 宮本　啓史 新居浜工業高等専門学校サッカー部

川村　明梨 愛媛FCレディース 工藤　浩典 西条フットボールクラブ

小野　未侑 愛媛FCレディース 白形　郁弥 麻生フットボールクラブ

菊地　利穂 愛媛FCレディース 永島　純平 愛媛大学サッカー部

朝永　千晶 愛媛FCレディース 東野　裕樹 松山クラブ2002

上野　友紀子 愛媛FCレディース 根岸　一郎 FCMANTICORE

堀江　智子 愛媛FCレディース 吉田  一博 浜っ子クラブ

佐藤　裕美 愛媛FCレディース

中田　麻衣子 愛媛FCレディース

葛間　理代 愛媛FCレディース ２種（高校）

広瀬　さえ 小松高等学校 渡辺　健太郎 愛媛ＦＣユース

長尾　龍斗 愛媛ＦＣユース

大森　遊音 愛媛ＦＣユース

堀内　勇佑 愛媛ＦＣユース

岡田　慎司 松山工業高等学校

栗林　倫也 松山工業高等学校

白谷　陽旭 松山工業高等学校

平本　崚二 松山工業高等学校

西村　郁也 松山商業高等学校

井上　晃貴 松山商業高等学校

岡田　滉平 済美高等学校サッカー部

石﨑　大記 済美高等学校サッカー部

内山　勝允 愛媛県立大洲高等学校

松山　龍心 帝京第五高等学校

木村　優太郎 今治西高等学校サッカー部

岡田　寛都 今治西高等学校サッカー部

２０１３年度優秀選手



３種（中学） ４種（少年）

福宮　弘乃介 愛媛FCジュニアユース 十亀　共平 石井東ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

田村　勇士 愛媛FCジュニアユース 鎌田　大夢 キッズﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

中矢　裕貴 愛媛FCジュニアユース 豊福　直人 キッズﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

平本　　絃 帝人サッカースクール 髙瀨　颯太 清水ＦＣ

大木　秀仁 三津浜中学校サッカー部 大谷　一真 清水ＦＣ

蟹田　悠平 愛媛FC新居浜ジュニアユース 尾上　哲史 清水ＦＣ

浅海　覚之 FC今治ジュニアユース 美佐田　誠大 窪田ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

松岡　龍大 FC今治ジュニアユース 塩崎　彰 ＦＣ．１ＳＱＵＡＲＥ

眞部　零治 立花中学校サッカー部 三原　秀真 帝人サッカースクール

稲井　雄大 松山市立小野中学校 越智　恵吾 今治市サッカースポーツ少年団イーグルス

佐伯　雄斗 松山市立小野中学校 岡田　蒼生 喜多サッカースポーツ少年団

伊藤　隆介 松山市立小野中学校 村上　　昌 松山サッカースクール

田中　宏武 フットボールクラブ　ゼブラ 岡本　航汰 ＦＣ今治U-12

大野　泰成 フットボールクラブ　ゼブラ 伊藤　　翼 Sierra　FOOTBALL　CLUB

東海林　佑飛 城南中学校サッカー部 二宮　蒼士 牛鬼ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

門田　将斗 城北中学校サッカー部 岡本　啓希 八幡浜ジュニアサッカークラブ

女子 シニア

五十嵐　慧 新居浜市SSS川西教室 大塚　猪佐雄 えひめ四十雀フットボールクラブ

菅野　　瑞 新居浜市SSS川西教室 堀野　虎男 えひめ四十雀フットボールクラブ

今藏　綾乃 大洲フットボールクラブ 福泉　伸也 上灘サッカー育成会

濱口　千夏 大洲フットボールクラブ 米井　永登 上灘サッカー育成会

 阿部　楓子 トレーフルＦＣ　ｆｉｌｌｅ 井上　　始 上灘サッカー育成会

松田　こころ トレーフルＦＣ　ｆｉｌｌｅ 大野　恒則 西条88ＦＣ

宮本　美咲 宇和島南中等教育学校前期課程 河野　敏男 大洲シニアFC

高松　　花 西条中央ＳＣ　ひうちドリームス 矢野　秀明 大洲シニアFC

三好　李侑 西条中央ＳＣ　ひうちドリームス 石川　　浩 四国中央フットボールクラブシニア

山城　美裕 松山東雲中学高等学校 合田　　隆 四国中央フットボールクラブシニア

佐々木　麻佑 松山東雲中学高等学校 渡辺　憲一 西予スタイルサッカー

仙波　優菜 愛媛FCレディース 三好　卓也 西予スタイルサッカー

菊池　　舞 愛媛FCレディース 久保田　和弘 コリンコスFC

永田　紘子 愛媛大学女子サッカー部 政岡　秀樹 西条中央スポーツクラブ

藤山　郁江 愛媛大学女子サッカー部 工藤　栄二 西条中央スポーツクラブ

広瀬　さえ 小松高等学校 中矢　　匡 松山クラブ2002シニア

フットサル

川上　純司 東温Ｋ－Ｌｕｚ

藤井　康翔 東温Ｋ－Ｌｕｚ

樫原雄一郎 東温Ｋ－Ｌｕｚ

川上　　真 愛媛大学フットサル部

安宅　功興 愛媛大学フットサル部


