
【国体成年男子】 【国体女子】

平井　龍兵 聖カタリナ大学サッカー部 三木　良美 愛媛FCレディース

三原　潤 松山大学体育会サッカー部 山中　沙織 愛媛FCレディース

中村　慎太郎 レベニロッソNC 上村　彩華 愛媛FCレディース

河本　竜弥 松山大学体育会サッカー部 井口　遥菜 愛媛FCレディース

山西　恭平 麻生フットボールクラブ 村上　朱音 愛媛FCレディース

佐伯　雄斗 麻生フットボールクラブ 阪本　未周 愛媛FCレディース

大野　泰成 レベニロッソNC 河本　紗英 愛媛FCレディース

日野　貴登 麻生フットボールクラブ 松本　苑佳 愛媛FCレディース

豊田　湧 聖カタリナ大学サッカー部 大矢　歩 愛媛FCレディース

成瀬　秀真 松山大学体育会サッカー部 仲松　叶実 愛媛FCレディース

村上　縁 松山大学体育会サッカー部 今蔵　綾乃 愛媛FCレディース

武下　真大 松山大学体育会サッカー部 山田　仁衣奈 愛媛FCレディース

東城　健太 松山大学体育会サッカー部 加藤　美咲 愛媛FCレディース

福泉　颯斗 久枝フットボールクラブ 横山　亜依 愛媛FCレディース

野本　空 聖カタリナ大学サッカー部 筬島　彩佳 愛媛FCレディース

【国体少年男子】 【１種】

川越　幹太 済美高等学校 鶴崎 光 レベニロッソNC

新田　羽海 愛媛FC U-18 奥野 滉平 レベニロッソNC

渡部　琉翔 愛媛FC U-18 繁本 剛功 レベニロッソNC

西原　怜央 FC今治 U-18 原田　涼平 麻生フットボールクラブ

芳谷　絆 FC今治 U-18 樋口　陸 久枝フットボールクラブ

松田　春文 愛媛FC U-18 津田　蒼斗 久枝フットボールクラブ

馬越　晃 FC今治 U-18 大西　祐司 久枝フットボールクラブO-35

川口　蒼友 愛媛FC U-18 伊藤　　凱 フットボールクラブ桜井部屋

髙橋　周斗 今治東中等教育学校 山崎　健太 聖工ＦＣ

大槻　智也 FC今治 U-18 日浅　智裕 新居浜工業高等専門学校サッカー部

髙須賀　惺峯 FC今治 U-18 松岡　陸都 新居浜工業高等専門学校サッカー部

酒向　陸斗 愛媛FC U-18 吉田　航大 弓削商船高専サッカー部

二宮　颯 愛媛FC U-18 小山　太三 松山大学体育会サッカー部

佐伯　啓太 愛媛FC U-18 福本　龍那 松山大学体育会サッカー部

喜安　康生 愛媛FC U-18 坂井　翔真 愛媛大学サッカー部

酒井　真想 愛媛FC U-18

【２種】 【３種】

日浦　和守 新田高等学校 山中　太陽 愛媛ＦＣ　Ｕ－１５　新居浜

田中　藍人 新田高等学校 山本　琉央 今治市立近見中学校

東尾　翔太 新田高等学校 川井桃太朗 ＦＣ今治Ｕ－１５

中越　翔悟 新田高等学校 平田　武暉 ＦＣ今治Ｕ－１５

石山　瑛 今治東中等教育学校 山中　柊生 ＦＣ今治Ｕ－１５

十亀　良幸 今治東中等教育学校 大崎　　翔 愛媛ＦＣ　Ｕ－１５

白川虎太郎 今治東中等教育学校 柴田　了祐 愛媛ＦＣ　Ｕ－１５

大森　翔貴 今治東中等教育学校 森　　隼人 愛媛ＦＣ　Ｕ－１５

金坂　圭隼 帝京第五高等学校 宇都宮夢功 ＦＣ．Ｌｉｖｅｎｔ

大宮真志斗 帝京第五高等学校 大西　勇磨 ＦＣ．Ｌｉｖｅｎｔ

日野　壱柊 愛媛ＦＣ　Ｕ－１８ 林　　晃希 ＦＣ．Ｌｉｖｅｎｔ

浅井　一希 愛媛ＦＣ　Ｕ－１８ 河添　就仁 ＦＣゼブラ

中村　祐太 宇和島東高等学校 佐々木順士 ＦＣゼブラ

村田　幸輝 八幡浜工業高等学校 佐野　祥人 ＦＣゼブラ

瀧野　凌太 済美高等学校 野本　煌斗 ＦＣゼブラ

渡部　晴大 松山北高等学校 永戸　里空 帝人サッカースクール

【2021年度優秀選手】



【４種】 【女子】

岩弘　凛空 新居浜市少年サッカースクール高津教室 岡田　梓 トレーフルFC　ｆｉｌｌｅ

伊勢　己扇 新居浜市少年サッカースクール高津教室 川合 未望 愛媛ＦＣレディースMIKAN

伊藤　大翔 新居浜市少年サッカースクール高津教室 藤澤 和心 愛媛ＦＣレディースMIKAN

本田　巧 喜多サッカースポーツ少年団 大宮 央 愛媛ＦＣレディースMIKAN

鎌田虎多朗 喜多サッカースポーツ少年団 山本 小百合 愛媛ＦＣレディースMIKAN

谷本　耀 喜多サッカースポーツ少年団 竹村　琉花 済美高等学校女子サッカー部

渡辺　翔真 LIT新居浜サッカークラブ 松本　緋向 済美高等学校女子サッカー部

藤井　悠陽 Sierra　FOOTBALL　CLUB 橘高 海音 ＦＣ今治レディース

三宗　澪央 久枝サッカースポーツ少年団 渡邊　玲奈 ＦＣ今治レディース

松永　昌樹 松山サッカースクール 兵頭 來良 ＦＣ今治レディースＮＥＸＴ

玉田　叶多 今治市サッカースポーツ少年団東 吉見 真冬 ＦＣ今治レディースＮＥＸＴ

藤岡　琉樹 帝人サッカースクール 高須賀 美空 ＦＣ今治レディースＮＥＸＴ

黒河　琉生 帝人サッカースクール 坂田　瑚琳 ＦＣ今治レディースＮＥＸＴ

仙波隼太郎 FＣゼブラキッズ 越智 心愛 ＦＣ今治レディースＮＥＸＴ

渡邊　樹 FＣゼブラキッズ 岡本　花菜 宇和島南中等教育学校後期課程

今井　瑛太 吉井スポーツ少年団サッカー 都合 美帆 O-30愛媛県選抜

佐々木樹璃 FＣゼブラキッズ

井川　萌子 Ｆ．Ｃ 川之江 ｊｒ．

【シニア】 【フットサル】

木下　純一 四国中央ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｼﾆｱ　(40) 藤坂　翔太 ＦＣ　ｍｉｒａｃｌｅ　ｓｍｉｌｅ

井原　誠 四国中央ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｼﾆｱ　(50) 住友　颯馬 松山大学

阿部　貴樹 大洲シニアFC（40） 土田　崚雅 Ｌａｄｉｎａ．ＪＧ．Ｒｅｕｎｉｏｎ

上甲　弘司 大洲シニアFC（60） 中村　美紀 カレビッチ愛媛レディース

松本　俊也 松山クラブ2002シニア（40） 佐々木順士 松山城北FC

伊東　 章 新居浜オールドキッカーズ(40)

内田  学 今治四十雀フットボールクラブ（40） 【ビーチサッカー】

片山　秀典 コリンコスＦＣ(40) 村山 健太 波方クラブ

土居　文洋 うわじまＦＣガイヤーズ（50）

谷江　真一 上灘サッカー育成会(50) 【インクルーシブ】

伊藤　忠 ＳＩＥＲＲＡ　ＳＡＩＪＯ(50) 倉田　雅斗 えひめ　I　select

玉井　隆志 西条88FC(60)

佐々木英司 39ersFC愛媛 (60)

三浦  俊典 今治四十雀フットボールクラブ（60） 【優秀審判員】

門屋　周二 えひめ四十雀フットボールクラブ（70） 藏田　圭太 サッカー2級審判員

井上　始 上灘サッカー育成会(70) 岡崎　光樹 サッカー2級審判員


