
【　国　体　】 【　国　体　】
矢野　　智大 国体成年男子（西条ＦＣ） 吉原 　南美 国体女子（愛媛FCレディース）
松本　　　陵 国体成年男子（麻生FC) 高橋　 杏奈 国体女子（愛媛FCレディース）
筑波　　　柊 国体成年男子（松山大学） 向谷 　綾香 国体女子（愛媛FCレディース）
横内　　政人 国体成年男子（新商クラブ） 鎌田  　蘭 国体女子（愛媛FCレディース）
兵頭　　俊昭 国体成年男子（松山大学） 假屋　麻衣子 国体女子（愛媛FCレディース）
山西　　恭平 国体成年男子し（松山大学） 佐藤　比香理 国体女子（愛媛FCレディース）
佐伯　　雄斗 国体成年男子（松山大学） 西川 　早弓 国体女子（愛媛FCレディース）
福本　　龍那 国体成年男子（松山大学） 仲松 　叶実 国体女子（愛媛FCレディース）
片上　柊人 国体成年男子（松山大学） 大矢　  歩 国体女子（愛媛FCレディース）

日野　　貴登 国体成年男子（松山大学） 山城　見友希 国体女子（愛媛FCレディース）
桂　　　太希 国体成年男子（新商クラブ） 阿久根　真奈 国体女子（愛媛FCレディース）
伊藤　　尚哉 国体成年男子（松山大学） 井口 　遥菜 国体女子（愛媛FCレディース）
大塚　　拓海 国体成年男子（聖カタリナ大学） 上野 　真実 国体女子（愛媛FCレディース）
福泉　　颯斗 国体成年男子（東レ愛媛サッカー部） 桜井　由衣香 国体女子（愛媛FCレディース）
石井　隆之介 国体成年男子（松山大学） 河本　紗英 国体女子（愛媛FCレディースＭＩＫＡＮ）

西村　望 国体女子（愛媛FCレディース）

【　国　体　】 【　１種　】

杉野　太一朗 国体少年（愛媛ＦＣ　Ｕ－１８） 太田 康介 FC今治
須賀　　更汰 国体少年（松山工業高等学校） 有間　潤 FC今治
清水　　大嗣 国体少年（済美高等学校） 高橋　宏樹 新居浜市役所
奥田　　裕介 国体少年（愛媛ＦＣ　Ｕ－１８） 菅　秀隆 西条市役所サッカー部
堀川　涼平 国体少年（愛媛ＦＣ　Ｕ－１８） 上村 雅幸 松山大学体育会サッカー部

玉上　　集翔 国体少年（済美高等学校） 山口 和也 新居浜工業高等専門学校サッカー部

高野　　捺貴 国体少年（愛媛ＦＣ　Ｕ－１８） 久保　文亨 ＦＣ宇和島
白石　　肇史 国体少年（愛媛ＦＣ　Ｕ－１８） 進藤　雄太 ＦＣ宇和島
梶原　　彗汰 国体少年（愛媛ＦＣ　Ｕ－１５新居浜） 小池　有弥 麻生フットボールクラブ
阪井　　　暖 国体少年（愛媛ＦＣ　Ｕ－１８） 兵頭　 樹 久枝フットボールクラブ
高瀬　　太聖 国体少年（今治東中等教育学校） 鈴木　翔大 浜っ子クラブ
栁原　　光汰 国体少年（今治東中等教育学校） 寺岡　龍治 丹原フットボールクラブ
清家　　大夢 国体少年（松山工業高等学校） 三好　雄也 南宇和ＦＣ
空山　　大輝 国体少年（今治西高等学校） 高山　迅 東レ愛媛サッカー部
河渕　　颯 国体少年（済美高等学校） 湯山　喬介 フットボールクラブ桜井部屋

浅井　　一希 国体少年（愛媛ＦＣ　Ｕ－１５新居浜） 鴻上　雅也 新商クラブ

【　２種　】 【　３種　】
伊藤　友弥 愛媛ＦＣ　Ｕ-18 浅井　一希 愛媛FC U-15 新居浜
渡邊　創太 愛媛ＦＣ　Ｕ-18 梶原　彗汰 愛媛FC U-15 新居浜
岩井　柊弥 愛媛ＦＣ　Ｕ-18 福原　寛二 愛媛FC U-15 新居浜
石田　健真 愛媛ＦＣ　Ｕ-18 菊川　　晴 FC今治 U-15
立木　耕貴 宇和島東高等学校 矢野　航己 FC今治 U-15
豊田　　湧 宇和島東高等学校 石山　　瑛 今治東中等教育学校
藤谷　瞭成 宇和島東高等学校 大宅　唯仁 松山市立小野中学校

高橋　蓮太郎 今治東中等教育学校 佐川　玲史 松山市立小野中学校
花岡　瞳伊 今治東中等教育学校 中越　翔悟 松山市立小野中学校
玉置　那智 今治東中等教育学校 奥田　吏玖 松山市立三津浜中学校
向井　和哉 松山工業高等学校 永野　流星 松山市立三津浜中学校
伊藤　元太 松山工業高等学校 田中　藍人 愛媛FC U-15
福原　和真 新田高等学校 森田　歩夢 愛媛FC U-15
山田　友聖 新田高等学校 久保　一輝 FCゼブラ
大星　陸渡 八幡浜工業高等学校 瀧野　凌太 FCゼブラ
岡本　大樹 済美高等学校 渡部　颯斗 FC.Livent
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【　４種　】18名（女子2名必須） 【　女子　】

永戸　里空 帝人サッカースクール 兵頭　來良 FC今治ひうちレディース

宇都宮　夢功 帝人サッカースクール 大宮　央 愛媛FCレディースMIKAN

野本　煌斗 FCゼブラキッズ 藤澤　和心 愛媛FCレディースMIKAN

佐々木　順士 FCゼブラキッズ 吉見　真冬 FC今治ひうちレディース

山﨑　桜我 大西キッカーズ 脇　冬陽 宇和島南中等教育学校後期課程

高橋　由羽 大西キッカーズ 前川　陽菜 松山東雲中学・高等学校

林　晃希 FC　Livent　U-12 大久　愛 宇和島南中等教育学校後期課程

大西　勇磨 双葉フットボールクラブ 石堂  友加 愛媛FCレディースMIKAN

白石　湊 新居浜市少年サッカースクール高津教室 河本　紗英 愛媛FCレディースMIKAN

河野　蓮仁 野村ジュニアサッカークラブ 越智　みさと 松山大学女子サッカー部

佐野　祥人 喜多サッカースポーツ少年団 岡本　紗季 松山大学女子サッカー部

山本　琉央 今治市サッカースポーツ少年団　NORTH 安藤　愛 愛媛大学女子サッカー部

柴田　了祐 愛媛FCU-15 田村　華香 FC今治ひうちレディース

門田　琉 伊予サッカースクール 東　日向子 FC今治ひうちレディース

平塚　志暖 周布サッカースクール 川﨑　和音 FC今治ひうちレディース

大野　公輔 松山サッカースクール 金村　茂子 松山女子Ｆ．Ｃ．

山本　小百合 石井東フットボールクラブ 濵口　千夏 愛媛FCレディースMIKAN

鈴鹿　有稀 周布サッカースクール

【シニア】 【フットサル】

藤本　誠 松山クラブ2002シニア 梅木　雄太 ハイスタフットサルクラブ

大元　真也 松山クラブ2002シニア 河本　滉平 ｅｓｐａｃｏ

森下　勝 上灘サッカー育成会 石井　直 カレビッチ愛媛レディース

小林　康人 SIERRA SAIJO 保利　優斗 ＦＣ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｓｍｉｌｅ

岡原　正憲 南宇和フットボールクラブ 大坪　嵩啓 ＦＣ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｓｍｉｌｅ

島津　一也 南宇和フットボールクラブ

山崎　一城 西条88FC 【インクルーシブ】

友近　周平 フライングバード 十亀　瑠偉 えひめ　I　select

工藤　栄二 SIERRA SAIJO 越智　羽久澄 えひめ　I　select

佐伯　武彦 今治四十雀フットボールクラブ

今川　清次 ３９ｅｒｓＦＣ愛媛 【審判】２級昇級者

西上　夏樹 上灘サッカー育成会 水谷　正紀 サッカー審判２級

国田　敦彦 西条88FC 仙波　諒平 サッカー審判２級

尾留川　恒夫 今治四十雀フットボールクラブ 平井　佑弥 サッカー審判２級

皆尾　洋二 えひめ四十雀フットボールクラブ 宮崎　扇空 サッカー審判２級

戸田　勝正 西条88FC 弓立　萌子 サッカー審判２級

智葉　　誠 フットサル審判２級
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