
【国体成年男子】 【国体少年男子】

近藤　凱 松山大学体育会サッカー部 谷　琉成 愛媛FC　U-18

山下　詩音 聖カタリナ大学サッカー部 喜安　康生 愛媛FC　U-18

伊形　侑真 聖カタリナ大学サッカー部 大崎　翔 愛媛FC　U-18

佐藤　稜大 レベニロッソNC 平田　武暉 FC今治 U-18

志摩　奎人 麻生フットボールクラブ 赤松　千翔 愛媛FC　U-18

河本　竜弥 松山大学体育会サッカー部 二宮　颯 愛媛FC　U-18

倉本　卓弥 松山大学体育会サッカー部 荒井　海聖 FC今治 U-18

児玉　凌空 聖カタリナ大学サッカー部 佐野　祥人 愛媛FC　U-18

豊田　湧 聖カタリナ大学サッカー部 田頭　星梧 愛媛FC　U-18

成瀬　秀真 松山大学体育会サッカー部 大槻　智也 FC今治 U-18

三好　凱斗 聖カタリナ大学サッカー部 小倉　里仁 愛媛FC　U-18

岡　宗立 レベニロッソNC イサラウタクン　彬宏 愛媛FC　U-18

村上　蒼織 松山大学体育会サッカー部 高瀬　一光 今治東中等教育学校

藤田　晴貴 松山大学体育会サッカー部 山中　柊生 FC今治 U-18

奥田　吏玖 松山大学体育会サッカー部 山﨑　桜我 FC今治 U-18

小川　烈 聖カタリナ大学サッカー部 早瀬　侑希 愛媛FC　U-18

松田　誠啓 松山大学体育会サッカー部 日野　魁柊 愛媛FC　U-18

大谷　雄希人 松山大学体育会サッカー部 岡田　瑛斗 今治東中等教育学校

須賀　邑飛 松山大学体育会サッカー部 安田　海翔 愛媛FC　U-18

芝　悠斗 松山大学体育会サッカー部

中村　慎太郎 レベニロッソNC

【国体少年女子】 【１種】

坂田　湖琳 FC今治レディースNEXT 三島　綸太郎 レベニロッソNC

山下　ちろる 愛媛FCレディースMIKAN 越智　大樹 レベニロッソNC

菊地　陽菜 愛媛FCレディースMIKAN 横手　宏昌 麻生フットボールクラブ

山本　小百合 愛媛FCレディースMIKAN 兵頭　俊昭 麻生フットボールクラブ

松川　そら F.C.CORMOLADIES AZALEA 池田　幸弘 久枝フットボールクラブO-35

村井　稟 愛媛FCレディースMIKAN 飯尾　優 新居浜市役所

鈴鹿　有稀 FC今治レディースNEXT 頼木　佑真 新居浜市役所

高須賀　美空 FC今治レディースNEXT 大木　凌 松山大学体育会サッカー部

大木　優奈 愛媛FCレディースMIKAN 池原　柊 聖カタリナ大学サッカー部

田子　夏海 愛媛FCレディースMIKAN 鳥生　郁歩 新居浜工業高等専門学校サッカー部

木原　優奈 FC今治レディースNEXT 沖元　研人 新居浜工業高等専門学校サッカー部

桧谷　春花 愛媛FCレディースMIKAN 荒井　康暉 レベニロッソNC

平賀　千春 F.C.CORMOLADIES AZALEA 坂本　圭佑 聖カタリナ大学サッカー部

西岡　楓音 愛媛FCレディースMIKAN 村上　航 波方クラブ

永見　榎菜 愛媛FCレディースMIKAN 宮崎　裕己 ＦＣ　ＺＥＲＯ

【2022年度優秀選手】



【２種】 【３種】

越智　小次郎 今治東中等教育学校 田阪　一護 愛媛FC U-15 新居浜

髙橋　周斗 今治東中等教育学校 石川　歩叶 愛媛FC U-15 新居浜

竹内　海人 今治東中等教育学校 安藤　瑛基 FC今治 U-15

薦田　大翔 今治東中等教育学校 永易　昂樹 FC今治 U-15

峯山　隆介 帝京第五高等学校 森實　飛羽 FC今治 U-15

丹羽　一心 帝京第五高等学校 倉瀬　悠葵 今治東中等教育学校

武田　健汰 帝京第五高等学校 青木　壱清 愛媛FC U-15

森　誠也 新田高等学校 末光　瑛翔 愛媛FC U-15

篠﨑　亮輔 新田高等学校 田中　　碧 愛媛FC U-15

沼田　昂 八幡浜工業高等学校 西岡　利玖斗 愛媛FC U-15

髙須賀 惺峯 FC今治 U-18 森実　　昊 愛媛FC U-15

小野　成夢 愛媛FC U-18 田中　咲翔 FC.Livent

行友　翔哉 愛媛FC U-18 宇都宮　夢人 FC.Livent

牧口　一真 愛媛FC U-18 青木　大悟 帝人サッカースクール

菊池 龍輝 松山工業高等学校 山内　愛翔 帝人サッカースクール

大西　永遠 済美高等学校 松浦　悠希 西予市立宇和中学校

【４種】 【女子】

仙波　隼翔 ＦCLivent 宇髙　姫芽乃 トレーフルＦＣ fille

楠本　隼大 FCゼブラキッズ 小林　葵 愛媛FCレディースMIKAN

明比　煌真 FCゼブラキッズ 西田　花 宇和島南中等教育学校後期課程

藤原　秀晃 FC今治U-12 栁野　宙 宇和島南中等教育学校後期課程

福田　篤人 FC今治U-12 池崎　愛 FC今治レディース

曾我　優 FC今治U-12 石川　愛葉 小松高等学校

行本　康 FC今治U-12 奥村　橙子 トレーフルＦＣ fille

岡隅　海希空 FC今治U-12 伊藤　璃音 FC今治レディースNEXT

潮見　由陽 FC今治U-12 伊藤　南々 FC今治レディースNEXT

曽我部　祥 FC今治U-12 砂川　陽彩 愛媛FCレディースMIKAN

能瀬　玄都 FC今治U-12 水津　桃果 FC今治レディース

冨田　怜央 松山サッカースクール 仙波　莉菜 愛媛FCレディースMIKAN

毛利　惇人 麻生フットボールクラブU-12 中村　彩花 FC今治レディースNEXT

山岡　遥斗 内子サッカースポーツ少年団 高橋　琴音 FC今治レディースNEXT

松井　泰雅 久枝サッカースポーツ少年団 徳本　優里奈 愛媛FCレディースMIKAN

青木　千眞 大洲フットボールクラブ 越智　成美 小松高等学校

福住　帆乃花 ＦCゼブラキッズ

福岡　来都 双葉フットボールクラブ



【シニア】 【フットサル】

桐川　直人 松山クラブ2002シニア（40） 上甲　隼人 ＫＡＬＥＢＩＴＣＨ　ＥＨＩＭＥ

伊藤　伸一 今治四十雀フットボールクラブ（40） 谷本　真梧 ＫＡＬＥＢＩＴＣＨ　ＥＨＩＭＥ

本村　誠 上灘サッカー育成会(40) 三原　大知 松山大学

伊藤 恵啓 レベニロッソNC40 中田　真美 松山城北FCLB

稲田　達紀 フライングバードシニア(40) 伊藤　義樹 愛媛大学フットサル部

矢野　信行 上灘サッカー育成会(50)

丹下　亮 弓削FC四十雀(50) 【ビーチサッカー】

渡辺　栄進 新居浜オールドキッカーズ(50) 宮本　璃玖 今治市役所クラブ

河淵　孝次 えひめ四十雀フットボールクラブ（50）

毛利　徹 四国中央フットボールクラブシニア(50) 【インクルーシブ】

久保　昭 39ersFC愛媛 (60) 奥村　悠 えひめ　i select

松田　達也 今治四十雀フットボールクラブ（60） 家元　綾 愛媛オレンジスピリッツ

東山　宏　 大洲シニアFC（60）

有吉　修三 上灘サッカー育成会(70) 【優秀審判員】

宮脇　貞多 西条88FC(70) 松﨑　雄飛 サッカー２級審判員認定

沖石　満之助 えひめ四十雀フットボールクラブ（70） 松浦　勇二 サッカー２級審判員認定

亀岡　久佳 フットサル２級審判員認定


