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Ｓ指定

No 氏　名 クラブ 学　校 学年 No 氏　名 クラブ 学　校 学年

1 渡邊　佑真 ｻﾝﾌﾙﾄSC 大館桂桜 高２ 1 高橋　　凛 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 秋田北高校 高１

2 白鳥　航生 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代松陽 高１ 2 三浦　美空 秋田ＡＣ 土崎 中３

3 白鳥　魁生 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代松陽 高１ 3 山上　結海 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 秋大附属 中２

4 鈴木　大斗 秋田ＡＣ 秋田南高校 高１ 4 村田　愛加 ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ 桜 中２

5 斎藤　彗玖 秋田ＡＣ 秋田南高校 高１ 5 鎌田　百花 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 東 小５

6 五十嵐　陽 秋田ＡＣ 飯島 中２ 6 菊地　　心 秋田ＡＣ大曲 角館 小５

7 近藤　テオ 秋田ＡＣ 山王 中２

Ａ指定

No 氏　名 クラブ 学　校 学年 No 氏　名 クラブ 学　校 学年

1 成田　真大 大館ＳＳ 大館鳳鳴 高３ 1 宮﨑　夢乃 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 秋田北 高３

2 三浦幸太郎 ｾﾝﾄﾗﾙ土崎 秋田高専 高２ 2 渡邉　笑乎 秋田ＡＣ 南高中等部 中１

3 正木　煌也 ｻﾝﾌﾙﾄSC 秋田北高校 高１ 3 藤澤陽まり 秋田ＡＣ 泉 中１

4 伊藤　大智 秋田ＡＣ 御所野学院 高１ 4 今井　愛華 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 広面 小６

5 土田　朝陽 秋田ＡＣ 秋田北高校 高１ 5 菅沼　花帆 秋田ＡＣ 附属 小５

6 小田島　蓮 秋田ＡＣ 秋田商業高校 高１

7 佐々木俊飛 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 横手南 中３

8 成田　真翔 大館ＳＳ 大館第一 中２

9 伊藤　竜弥 秋田ＡＣ 南高校中等部 中２

10 伊藤　　碧 秋田ＡＣ 秋田東 中２

11 加藤　　陽 秋田ＡＣ 山王 中２

12 成田　輝星 大館ＳＳ 北陽 中１

13 古仲　泰輝 秋田ＡＣ 男鹿南 中１

14 三熊　颯太 ｻﾝﾌﾙﾄSC 向能代 小６

15 髙橋　　諒 本荘ＳＳ 西目 小６

16 長谷川煌真 ＪＳＳ秋田 飯島南 小５

17 原　　陽汰 ＪＳＳ秋田 明徳 小４

18 今野　　耀 ｾﾝﾄﾗﾙ土崎 土崎 小４

19 秩父凌太朗 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 横手北 小４

Ｂ指定

No 氏　名 クラブ 学　校 学年 No 氏　名 クラブ 学　校 学年
1 瀧田　洸宇 ＪＳＳ秋田 秋田商業 高３ 1 伊藤　　洵 秋田ＡＣ本荘 由利工業 高１
2 畠山　真幸 大館桂桜高校 高２ 2 坂本まひる ｾﾝﾄﾗﾙ横手 大曲 高１

3 中嶋　康太 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 秋田北 高２ 3 本間　愛埜 大館ＳＳ 比内 中２

4 石山　優雅 秋田ＡＣ本荘 本荘 高２ 4 石川　絵智 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代第二 中２

5 和嶋　亮磨 由利工業 高２ 5 船木　志央 秋田ＡＣ 城東 中２

6 柏崎　文哉 秋田ＡＣ 秋田商業高校 高１ 6 東　沙耶音 秋田ＡＣ本荘 本荘東 中２

7 茜谷　和樹 秋田ＡＣ 秋田 高１ 7 小倉　琉花 秋田ＡＣ 秋田西 中１

8 土田　瑛心 秋田ＡＣ 南 高１ 8 田畑　陽菜 大館ＳＳ 東館 小６

9 鎌田　瑛太 ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ 秋田 高１ 9 小松姫愛來 大館ＳＳ 東館 小６

10 虻川　頼吾 大館ＳＳ 下川沿 中３ 10 渡部　珠莉 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 広面 小６

11 山本　慶太 大館ＳＳ 下川沿 中３ 11 渡邉　柚花 秋田ＡＣ 勝平 小５

12 安部大維志 大館ＳＳ 下川沿 中３ 12 佐藤未知瑠 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 広面 小５

13 倉橋　琉依 秋田ＡＣ本荘 本荘北 中３ 13 木村　光来 秋田ＡＣ大曲 白岩 小５

14 小松　海道 大館ＳＳ 大館第一 中２ 14 倉田　來歩 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 広面 小４

15 伊藤　拓海 秋田ＡＣ 山王 中２ 15 加藤　奈々 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 朝倉 小４

16 高橋　涼太 秋田ＡＣ 城南 中２ 16 安藤　紗良 大館ＳＳ 扇田 小３

17 佐々木優歩 秋田ＡＣ 飯島 中２ 17 千葉　和花 大館ＳＳ 桂城 小３

18 成田凛太郎 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 山王 中２ 18 坂本　悠愛 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 六郷 小３

19 白幡　千紘 秋田ＡＣ本荘 本荘東 中２

20 菅原康太郎 アクアスポ少 角館 中２
21 柿崎　日向 ｾﾝﾄﾗﾙ横手 十文字 中２
22 佐川　央泰 秋田ＡＣ湯沢 十文字 中２
23 安保　琉叶 大館ＳＳ 比内 中１
24 長谷川嵩真 ＪＳＳ秋田 飯島 中１
25 佐藤　紡義 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 桜 中１
26 酒井　陽太 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 桜 中１
27 相馬幸太郎 ｾﾝﾄﾗﾙ土崎 秋大附属 中１
28 菅原　尋音 秋田ＡＣ大曲 大曲 中１
29 山本　奏太 大館ＳＳ 川口 小６
30 櫻田　莉大 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代第四 小６
31 玉尾　直哉 秋田ＡＣ 広面 小６
32 髙田虎太郎 秋田AC大曲 大曲 小６
33 高橋　　諒 大館ＳＳ 城南 小５
34 鈴木　煌太 ｻﾝﾌﾙﾄSC 能代第四 小５
35 水平　譲翔 秋田ＡＣ大曲 角館 小５
36 篠村　悠太 大館ＳＳ 桂城 小４
37 佐藤　来樹 アクアスポ少 西明寺 小４
38 小野　京太 ｾﾝﾄﾗﾙ秋田 広面 小３

令和５年５月まで有効
※各所属から申請があった選手を記載
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