KAWASAKI FRONTALE

U-18 ACADEMY

SEASON 2022

MEMBERS’ PROFILE

GK1 宮地 健輔 DF2
みやぢ けんすけ
高校3年／183cm／73kg

戸田

将 DF3 松長根 悠仁 DF4 高井 幸大 DF5 浅岡 飛夢

とだ しょう
高校3年／170cm／68kg

まつながね ゆうと
高校3年／179cm／75kg

たかい こうた
高校3年／193cm／86kg

あさおか ひゆう
高校3年／186cm／82kg

MF6 吹田 航晟 DF7 溝田 大和 MF8 川口 達也 FW9 五木田 季晋 MF10 大関 友翔
すいた こうせい
高校3年／177cm／75kg

みぞた やまと
高校3年／169cm／62kg

かわぐち たつや
高校3年／175cm／65kg

ごきた きしん
高校3年／183cm／73kg

おおぜき ゆうと
高校3年／178cm／60kg

MF11 岡野一 恭平 DF13 信澤 孝亮 MF14 大瀧 螢 FW15 小林 優仁 GK16 福田 開人
おかのいち きょうへい
高校2年／171cm／64kg

のぶさわ こうすけ
高校3年／182cm／73kg

おおたき ほたる
高校3年／167cm／55kg

こばやし ゆうじん
高校3年／175cm／69kg

ふくだ かいと
高校3年／179cm／75kg

MF17 尾川 丈 MF18 由井 航太 GK19 菊池 悠斗 FW20 岡崎 寅太郎 GK21 濱﨑 知康
おがわ じょう
高校2年／173cm／64kg

ゆい こうた
高校2年／180cm／68kg

きくち はると
高校2年／186cm／80kg

おかざき とらたろう
高校2年／175cm／73kg

はまさき ともやす
高校2年／182cm／76kg

DF22 江原 叡志 MF23 名賀 海月 MF24 岡田 泰輝 MF25 志村 海里 DF26 中原 章雅
えはら えいじ
高校2年／172cm／61kg

なか みつき
高校2年／167cm／57kg

おかだ たいき
高校2年／175cm／60kg

しむら かいり
高校2年／162cm／52kg

なかはら あきまさ
高校2年／161cm／57kg
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DF27 高橋 悠斗 FW28 髙橋 宗杜 DF29 元木 湊大 DF31 田所 莉旺 DF32 柴田 翔太郎
たかはし ゆうと
高校2年／180cm／69kg

たかはし そうど
高校2年／176cm／72kg

もとき みなと
高校2年／172cm／65kg

たどころ りお
高校1年／186cm／74kg

しばた しょうたろう
高校1年／167cm／60kg

GK33 山本 健翔 DF34 山中 大輝 DF35 土屋 櫂大 DF36 加治佐 海 MF37 齊名 優太
やまもと けんしょう
高校1年／181cm／73kg

やまなか だいき
高校1年／179cm／73kg

つちや かいと
高校1年／177cm／68kg

かじさ うみ
高校1年／165cm／61kg

さいな ゆうた
高校1年／168cm／58kg

MF38 矢越 幹都 MF39 知久 陽輝 FW40 八田 秀斗 FW41 香取 武 MF42 児玉 昌太郎
やごし みきと
高校1年／166cm／56kg

ちく はるき
高校1年／163cm／58kg

はった しゅうと
高校1年／172cm／58kg

かとり たけし
高校1年／167cm／59kg

こだま しょうたろう
高校1年／174cm／66kg

FW43 増田 陽太
ますだ ひなた
高校1年／164cm／64kg

U-18 長橋 康弘 U-18 久野 智昭 U-18 佐原 秀樹 U-18 浦上 壮史 トレーナー 池田 善憲
監督 ながはし やすひろ
コーチ くの ともあき
コーチ さはら ひでき
GKコーチ うらかみ たけし
いけだ よしのり
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U-15 ACADEMY

SEASON 2022

MEMBERS’ PROFILE

GK1 松澤 成音 DF2 柏村 涼太 DF3
まつざわ なおと
中学3年／180cm／66kg

かしむら りょうた
中学3年／170cm／58kg

陶山

響 DF4 楠田 遥希 DF5

すやま ひびき
中学3年／170cm／54kg

くすだ はるき
中学3年／176cm／63kg

林

駿佑

はやし しゅんすけ
中学3年／175cm／62kg

MF6 関 徳晴 FW7 ステンパー ルカ 大翔 MF8 新堀 翔 FW9 小野口 天 MF10 平塚 隼人
かん のりはる
中学3年／180cm／64kg

すてんぱー るか ひろと
中学3年／170cm／62kg

しんぼり かける
中学3年／153cm／41kg

おのぐち たか
中学3年／169cm／62kg

ひらつか はやと
中学3年／164cm／56kg

FW11 恩田 裕太郎 DF13 佐藤 壱隆 MF14 藤井 漣祐 MF15 佐々木 雄基 GK16 井澤 明己
おんだ ゆうたろう
中学3年／172cm／63kg

さとう いちたか
中学3年／167cm／63kg

ふじい れんすけ
中学3年／170cm／61kg

ささき ゆうき
中学3年／175cm／60kg

いざわ はるき
中学3年／186cm／71kg

MF17 山田 留偉 MF18 平内 一聖 GK19 斎藤 准也 FW20 木村 重成 GK21 岩田 幹太郎
やまだ るい
中学3年／170cm／57kg

ひらうち いっせい
中学3年／172cm／55kg

さいとう しゅんや
中学3年／182cm／65kg

きむら しげなり
中学3年／167cm／60kg

いわた かんたろう
中学2年／179cm／64kg

DF22 榎本 司 DF23 ペイシェンス 海翔 DF24 藤田 明日翔 DF25 メンディー サイモン友 DF26 菊池 京
えのもと つかさ
中学3年／166cm／51kg

ぺいしぇんす かいと
中学3年／174cm／67kg

ふじた あすと
中学2年／171cm／55kg

めんでぃー さいもんゆう
中学2年／166cm／53kg

きくち きょう
中学2年／173cm／56kg
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MF27 小川 翔太 DF/MF28 山川 陽平 DF29 山根 春人 DF30 長崎 亘佑 DF/MF31 木下 勝正
おがわ しょうた
中学2年／160cm／46kg

やまかわ ようへい
中学2年／170cm／56kg

やまね はると
中学2年／162cm／49kg

ながさき こうすけ
中学2年／164cm／52kg

きのした かつよし
中学2年／162cm／50kg

MF32 尾関 悠太 GK33 髙橋 壱梛 MF34 平尾 玲旺 MF35 小川 尋斗 MF36 橋本 乃翔
おぜき ゆうた
中学2年／150cm／35kg

たかはし いちな
中学2年／166cm／54kg

ひらお れお
中学2年／150cm／38kg

おがわ ひろと
中学2年／166cm／54kg

はしもと ないと
中学2年／153cm／47kg

MF/FW37 富田 周平 MF/FW38 奥田 悠真 MF39 小林 朝日 FW40 玉木 聖梛 FW41 三上 瑛大
とみた しゅうへい
中学2年／155cm／46kg

おくだ ゆうま
中学2年／158cm／47kg

こばやし あさひ
中学2年／158cm／48kg

たまき せな
中学2年／166cm／54kg

FW42 白倉 凜生 GK45 岡本 栞汰
しらくら りお
中学2年／164cm／51kg

おかもと かんた
中学2年／176cm／62kg

U-15 玉置 晴一 U-15B 今野 章 U-15 楠田 耕太 トレーナー 伊東 孝晴
監督 たまおき せいいち コーチ こんの あきら
GKコーチ くすだ こうた
いとう たかはる

みかみ えいた
中学2年／160cm／55kg

KAWASAKI FRONTALE

U-13 ACADEMY

SEASON 2022
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DF2 笹倉 拓真 DF3 草野 心音 DF/MF4 坂井 暉絃 DF/MF5 今廣 遥碧 MF6 加藤 昊
ささくら たくま
中学1年／166cm／54kg

くさの みと
中学1年／152cm／45kg

さかい ひづる
中学1年／162cm／45kg

DF/MF7 大原 比呂 MF8 小田 脩人 FW9
おおはら ひろ
中学1年／160cm／46kg

おだ しゅうと
中学1年／152cm／42kg

いまひろ るい
中学1年／165cm／48kg

かとう こう
中学1年／153cm／45kg

全 天海 FW10 木村 風斗 MF/FW11 徳本 櫂斗

ぜん てんかい
中学1年／148cm／42kg

きむら かざと
中学1年／155cm／44kg

とくもと かいと
中学1年／147cm／37kg

MF13 武内 勇人 MF14 沓野 楓 DF/FW15 十河 晟央 FW17 西川 航雅 MF18 渡部 真己
たけうち はやと
中学1年／152cm／41kg

くつの かえで
中学1年／153cm／40kg

そごう せいよう
中学1年／167cm／53kg

にしかわ こうが
中学1年／163cm／51kg

わたなべ さとき
中学1年／149cm／39kg

クリスティアン
MF/FW20 オビオラチノンソ龍
DF22 藤間 貴洋 DF/MF23 田中 瑛登 MF24 土屋 瑛大 DF25 小田 浩資

おびおら くりすてぃあん ちのんそりゅう
中学1年／159cm／42kg

ふじま たかひろ
中学1年／154cm／41kg

たなか えいと
中学1年／158cm／42kg

GK50 植木 琉斗 GK51 加藤 直介 GK52 荒井 隆成
うえき りゅうと
中学1年／170cm／53kg

かとう なおすけ
中学1年／164cm／47kg

あらい りゅうせい
中学1年／168cm／52kg

つちや えいた
中学1年／148cm／37kg

おだ こうすけ
中学1年／159cm／47kg

U-13 梶田 隼渡 U-13
小林 忍
コーチ かじた はやと
GKコーチ こばやし しのぶ

KAWASAKI FRONTALE

U-12 ACADEMY

SEASON 2022

MEMBERS’ PROFILE

GK1 小村 風人

FP2 中矢 温仁

FP3 笠原 宏仁

FP5 望月 楓矢

FP6 夏目 瑛斗

FP7 初音 虎次郎

こむら ふうと
小学6年／160cm／43kg

なかや はるひと
小学6年／146cm／37kg

かさはら ひろひと
小学6年／143cm／35kg

もちづき ふうや
小学6年／156cm／46kg

なつめ えいと
小学6年／145cm／32kg

はつね こじろう
小学6年／137cm／30kg

FP9 土肥 瑠星

FP10 中野 大虎

FP14 吉澤 映杜

FP15 望月 輝夢

GK16 小坂 一

FP17 上野 煌士郎

どい りゅうせい
小学6年／152cm／39kg

なかの たいが
小学6年／146cm／32kg

よしざわ えいと
小学5年／142cm／32kg

もちづき りむ
小学5年／151cm／41kg

こさか はじめ
小学6年／159cm／61kg

うえの こうしろう
小学5年／154cm／44kg

FP18 新堀 隼

GK19 中島 嵩登

FP20 笠倉 蓮央

GK21 酒寄 壮

FP22 志田 龍彦

FP23 土本 琉斗

しんぼり はやと
小学5年／138cm／29kg

なかしま たかと
小学5年／150cm／49kg

かさくら れお
小学5年／143cm／33kg

さかより そう
小学5年／146cm／38kg

しだ たつひこ
小学5年／146cm／35kg

つちもと りゅうと
小学5年／139cm／32kg

FP25 永田 怜大

FP26 北田 章将

FP27 渋谷 昇汰

FP28 我妻 光

FP29 時松 隼跳

ながた れお
小学5年／129cm／29kg

きただ しょうすけ
小学5年／131cm／30kg

しぶや しょうた
小学5年／133cm／30kg

わがつま ひかる
小学5年／143cm／35kg

ときまつ はやと
小学5年／145cm／32kg

U-12 石川 邦明
監督 いしかわ くにあき

U-11
コーチ

矢島 卓郎

U-12 斎藤 隆士
GKコーチ さいとう たかし

フィジカル
コーチ

やじま

たくろう

藤本 晃央
ふじもと あきひさ
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FP4 藤田 日向輝 FP5 岩田 東偉道 FP6 片山 瑛人 FP7
ふじた ひむき
小学4年／140cm／32kg

いわた きいと
小学4年／138cm／32kg

かたやま えいと
小学4年／130cm／31kg

穂積

樹 FP8 川埜 蒼真

ほづみ いつき
小学4年／134cm／30kg

かわの そうま
小学4年／129cm／28kg

FP9 岩田 陸叶 FP10 渡邉 一輝 FP11 安永 唯人 FP13 新堀 葵 FP14 佐藤 雄吾
いわた りくと
小学4年／138cm／32kg

わたなべ かずき
小学4年／132cm／32kg

やすなが ゆいと
小学4年／135cm／32kg

しんぼり あおい
小学3年／126cm／24kg

FP15 下地 勇人 FP30 小滝 悠仁 FP31 千葉 朝陽 GK32 森際 陸
しもじ はやと
小学3年／130cm／30kg

U-10 冨田 幸嗣
コーチ とみた こうじ

こたき ゆうじん
小学4年／147cm／34kg

ちば あさひ
小学4年／145cm／35kg

もりぎわ りく
小学4年／153cm／38kg

さとう ゆうご
小学3年／118cm／22kg

