
No, 姓 名 セイ メイ チーム名 可能ポジション カテゴリー ２weyカテゴリー 指導者 所属チーム 担当カテゴリー 所属地域

1 清水 颯太 シミズ ソウタ AC長野パルセイロ（中学生） CW 1.S 鶴巻 バスターズ 1.S 岡谷

2 ロバーツ 舵安志 ロバーツ タージ やまびこバスターズ(中学） CW 1.S 高野 バスターズ 1.S 岡谷

3 岡部 陽樹 オカベ ハルキ やまびこバスターズ(中学） CW 1.S 清野 グリフィンズ 1.S 軽井沢

4 庄司 優太 ショウジ ユウタ やまびこバスターズ(中学） CW 1.S 滝本 グリフィンズ 1.S 軽井沢

5 大木 勇人 オオキ ハヤト 軽井沢グリフィンズ CW 1.S

6 吉田 大将 ヨシダ ダイスケ 軽井沢グリフィンズ CW 1.S

7 坂本 龍斗 サカモト タツト 軽井沢グリフィンズ CW 1.S

8 井川 晶瑛 イカワ ショウエイ 軽井沢グリフィンズ CW 1.S

9 藤牧 宗良 フジマキ ソウラ やまびこバスターズ(中学） CWD 1.S

10 池上 凌央 イケガミ リョウ やまびこバスターズ(中学） D 1.S

11 上條 允暉 カミジョウ イツキ やまびこバスターズ(中学） D 1.S

12 遠山 将大 トウヤマ ショウタ 軽井沢グリフィンズ D 1.S

13 佐藤 悠琉 サトウ ユウリ 軽井沢グリフィンズ D 1.S

14 工藤 俊輔 クドウ シュンスケ 軽井沢グリフィンズ D 1.S

15 久保田 恵介 クボタ ケイスケ やまびこバスターズ(中学） W 1.S

16 大矢 光 オオヤ ヒカル やまびこバスターズ(中学） W 1.S

17 市川 織羽 イチカワ オリバ 軽井沢グリフィンズ W 1.S

18 中島 絆 ナカジマ キズナ やまびこバスターズ(中学） CW 1.S

19 上條 仁瑛 カミジョウ ジエイ やまびこバスターズ(中学） D 1.S 2.バンタム

20 小林 駿之介 コバヤシ シュンノスケ 軽井沢グリフィンズ CW 1.S 2.バンタム

21 秋本 なな アキモト ナナ 軽井沢フェアリーズ CWD 1.S

22 高野 有吾 タカノ ユウゴ やまびこバスターズ(中学） D 1.S

23 保田 華 ヤスダ ハナ 軽井沢グリフィンズ D 1.S 2.バンタム

24 関島 春輝 セキジマ ハルキ 軽井沢グリフィンズ W 1.S 2.バンタム

GK 石原 朋樹 イシハラ トモキ やまびこバスターズ(中学） G 1.S

GK 小林 祐太 コバヤシ ユウタ 軽井沢グリフィンズ G 1.S
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1 上條 仁瑛 カミジョウ ジエイ やまびこバスターズ(中学） D 1.S 2.バンタム 柳沢 バスターズ 2.バンタム 岡谷

2 小林 駿之介 コバヤシ シュンノスケ 軽井沢グリフィンズ CW 1.S 2.バンタム 佐藤　大 チーグル 2.バンタム 軽井沢

3 保田 華 ヤスダ ハナ 軽井沢グリフィンズ D 1.S 2.バンタム 荒木 バッファローズ 2.バンタム 軽井沢

4 関島 春輝 セキジマ ハルキ 軽井沢グリフィンズ W 1.S 2.バンタム

5 井川 朝陽 イカワ アサヒ チーグル軽井沢（小学） CW 2.バンタム

6 常田 大雅 トキダ タイガ 軽井沢バッファローズ CW 2.バンタム

7 石橋 大河 イシバシ タイガ 軽井沢バッファローズ CW 2.バンタム

8 折原 幹太 オリハラ カンタ AC長野パルセイロ（小学生） CWD 2.バンタム

9 岩田 優 イワタ ユウ やまびこバスターズ（小学） CW 2.バンタム

10 加藤 震 カトウ シン チーグル軽井沢（小学） CW 2.バンタム

11 木下 茉莉 キノシタ マツリ やまびこバスターズ（小学） D 2.バンタム

12 永原 杏香 ナガハラ キョウカ やまびこバスターズ（小学） W 2.バンタム 3.ピーウィー

13 山口 路依 ヤマグチ ロイ 軽井沢バッファローズ W 2.バンタム

14 上條 己月 カミジョウ キヅキ やまびこバスターズ（小学） F 2.バンタム

15 佐藤 凌央 サトウ リオ チーグル軽井沢（小学） WD 2.バンタム

16 鈴木 光 スズキ ヒカリ やまびこバスターズ（小学） W 2.バンタム 3.ピーウィー

17 工藤 大門 クドウ ダイモン チーグル軽井沢（小学） W 2.バンタム 3.ピーウィー

18 十河 恵麻 ソゴウ エマ やまびこバスターズ（小学） WD 2.バンタム

19 広木 翔大 ヒロキ ショウタ チーグル軽井沢（小学） CW 2.バンタム 3.ピーウィー

20 中島 紬 ナカジマ ツムギ やまびこバスターズ（小学） CW 2.バンタム 3.ピーウィー

21 上條 耀介 カミジョウ エイスケ やまびこバスターズ（小学） CWD 2.バンタム 3.ピーウィー

22 岡部 煌祐 オカベ コウスケ やまびこバスターズ（小学） CWD 2.バンタム 3.ピーウィー

GK 森 涼太朗 モリ リョウタロウ 軽井沢グリフィンズ G 2.バンタム

GK 二井谷 創真 ニイタニ ソウマ AC長野パルセイロ（中学生） G 2.バンタム

GK 長瀬 煌人 ナガセ アキト やまびこバスターズ（小学） G 2.バンタム
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1 永原 杏香 ナガハラ キョウカ やまびこバスターズ（小学） W 2.バンタム 3.ピーウィー 橋詰 パルセイロ 3.ピーウィー 長野

2 鈴木 光 スズキ ヒカリ やまびこバスターズ（小学） W 2.バンタム 3.ピーウィー 大町 パルセイロ 3.ピーウィー 長野

3 工藤 大門 クドウ ダイモン チーグル軽井沢（小学） W 2.バンタム 3.ピーウィー 岡部 バスターズ 3.ピーウィー 岡谷

4 広木 翔大 ヒロキ ショウタ チーグル軽井沢（小学） CW 2.バンタム 3.ピーウィー

5 中島 紬 ナカジマ ツムギ やまびこバスターズ（小学） CW 2.バンタム 3.ピーウィー

6 上條 耀介 カミジョウ エイスケ やまびこバスターズ（小学） CWD 2.バンタム 3.ピーウィー

7 岡部 煌祐 オカベ コウスケ やまびこバスターズ（小学） CWD 2.バンタム 3.ピーウィー

8 ラック せい　キャサリーン ラック セイ　キャサリーン やまびこバスターズ（小学） CW 3.ピーウィー

9 渡邉 若葉 ワタナベ ワカバ 軽井沢バッファローズ CW 3.ピーウィー

10 木下 小毬 キノシタ コマリ やまびこバスターズ（小学） CW 3.ピーウィー

11 松川 聖奈 マツカワ ミナ やまびこバスターズ（小学） CWD 3.ピーウィー

12 荻原 八雲 オギハラ ヤクモ 軽井沢バッファローズ CWD 3.ピーウィー

13 池田 凰太郎 イケダ コウタロウ AC長野パルセイロ（小学生） CWD	 3.ピーウィー

14 清水 太輝 シミズ タイキ AC長野パルセイロ（小学生） W 3.ピーウィー

15 金井 愛菜 カナイ アイナ AC長野パルセイロ（小学生） W 3.ピーウィー

16 保田 櫂 ヤスダ カイ チーグル軽井沢（小学） CWD 3.ピーウィー

17 鈴木 達大 スズキ タツヒロ AC長野パルセイロ（小学生） WD 3.ピーウィー

18 大木 深聖 オオキ ミサト 軽井沢バッファローズ WD 3.ピーウィー

19 宮坂 怜 ミヤサカ レイ やまびこバスターズ（小学） 3.ピーウィー

GK 村山 聖太 ムラヤマ ショウタ やまびこバスターズ（小学） G 3.ピーウィー

GK 福田 遼太郎 フクダ リョウタロウ 軽井沢バッファローズ G 3.ピーウィー

GK 笠原 現 カサハラ ゲン 軽井沢バッファローズ G 3.ピーウィー
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1 佐藤 大柊 サトウ オオヒ チーグル軽井沢（小学） W 4.アトム 佐藤　諒 バッファローズ 4.アトム 軽井沢

2 荻原 瑛史 オギハラ エイシ 軽井沢バッファローズ CWD 4.アトム 荻原 バッファローズ 4.アトム 軽井沢

3 高木 蓮 タカギ レン AC長野パルセイロ（小学生） CWD 4.アトム 中川 パルセイロ 4.アトム 長野

4 大町 悠之助 オオマチ ユウノスケ AC長野パルセイロ（小学生） WD 4.アトム 坂本 4.アトム 軽井沢

5 坂倉 惟 サカクラ ユイ チーグル軽井沢（小学） 4.アトム

6 楊 アシュリー ヨウ アシュリー チーグル軽井沢（小学） 4.アトム

7 美馬 碧仁 ミマ アオト 軽井沢バッファローズ C 4.アトム

8 常田 雪乃 トキダ ユキノ 軽井沢バッファローズ CWD 4.アトム

9 荻原 彩土 オギハラ アヤト 軽井沢バッファローズ CWD 4.アトム

10 宮崎 春真 ミヤザキ ハルマ 軽井沢バッファローズ CWD 4.アトム

11 尾山 旭 オヤマ アサヒ 軽井沢バッファローズ W 4.アトム

12 饗場 一翔 アイバ カズト チーグル軽井沢（小学） WD 4.アトム

13 松山 來生 マツヤマ ライ AC長野パルセイロ（小学生） 4.アトム

14 青山 瞬士 アオヤマ シュント AC長野パルセイロ（小学生） 4.アトム

15 岩井 縁悟 イワイ エンゴ AC長野パルセイロ（小学生） 4.アトム

16 宮澤 昊士朗 ミヤザワ コウシロウ AC長野パルセイロ（小学生） 4.アトム

17 大川 颯太 オオカワ ソウタ AC長野パルセイロ（小学生） 4.アトム

18 塩原 勝世 シオバラ マサセ やまびこバスターズ（小学） CWD 4.アトム

19 吉田 共 ヨシダ キョウ 軽井沢バッファローズ 4.アトム

20 畑 暁斗 ハタ アキト やまびこバスターズ（小学） 4.アトム

21 神林 優里 カンバヤシ ユリ AC長野パルセイロ（小学生） 4.アトム

22 林 央基 ハヤシ オウキ チーグル軽井沢（小学） 4.アトム

23 宮坂 尚 ミヤサカ ナオ やまびこバスターズ（小学） 4.アトム

GK 成相 拓 ナリアイ タク やまびこバスターズ（小学） G 4.アトム

GK 高見澤 恵翔 タカミザワ ケイト チーグル軽井沢（小学） G 4.アトム
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1 坂倉 諒 サカクラ リョウ チーグル軽井沢（小学） 5.チャレンジ 小坂 パルセイロ 5.チャレンジ 長野

2 宮坂 朋 ミヤサカ トモ やまびこバスターズ（小学） 5.チャレンジ 土屋 チーグル 5.チャレンジ 軽井沢

3 折原 梓 オリハラ アズサ AC長野パルセイロ（小学生） CW 5.チャレンジ 中島 バスターズ 5.チャレンジ 岡谷

4 荻原 大煌 オギハラ ダイキ 軽井沢バッファローズ CWD 5.チャレンジ 長瀬 バスターズ 5.チャレンジ 岡谷

5 金井 菜花 カナイ ナノハ AC長野パルセイロ（小学生） W 5.チャレンジ

6 大町 進太朗 オオマチ シンタロウ AC長野パルセイロ（小学生） W 5.チャレンジ

7 土屋 小春 ツチヤ コハル チーグル軽井沢（小学） CW 5.チャレンジ

8 松山 侑來 マツヤマ ユラ AC長野パルセイロ（小学生） 5.チャレンジ

9 饗場 太一 アイバ タイチ チーグル軽井沢（小学） WD 5.チャレンジ

10 南山 星 ミナミヤマ ジョウ やまびこバスターズ（小学） CWD 5.チャレンジ

11 島村 仁葉 シマムラ ヒトハ やまびこバスターズ（小学） 5.チャレンジ

12 島村 晴久 シマムラ ハルヒサ やまびこバスターズ（小学） 5.チャレンジ


