
1 大柿 遼晟 一之江キッカーズ 1 児玉 芽依 一之江キッカーズ
2 福田 英翔 一之江キッカーズ 2 福田 英慶 一之江キッカーズ
3 小嶺 楓真 ヴァロールSCイースト 3 竹本 啓人 ヴァロールSCイースト
4 黛 蓮 ヴァロールSCイースト 4 廣木 直太郎 江戸川ウイングスSC
5 吉岡 陸 ヴァロールSCイースト 5 赤津 響生 えどそらFC
6 阿久津 嵩 Visfida SC 6 鈴木 創大 えどそらFC
7 君島 優哉 宇喜田SC 7 竹澤 壮生 えどそらFC
8 谷 耕汰 宇喜田SC 8 堀 智尋 FCエスブランコ
9 西野 愛衣 宇喜田SC 9 村井 励洋 FCエスブランコ
10 櫻井 達平 江戸川ウイングスSC 10 石塚 晴也 FC左近
11 玉木 匠聖 江戸川ウイングスSC 11 糸賀 睦稀 FC左近
12 渡邉 幹太 えどそらFC 12 松永 陽翔 FC DIOS
13 岡田 修斗 FCエスブランコ 13 田村 大雅 FC春江
14 河内 颯汰 FCエスブランコ 14 服部 龍人 FC春江
15 山西 良信 FC左近 15 松岡 達樹 FCパルティレ
16 漆原 琉海 FC DIOS 16 玉川 文隆 FC.VEARE
17 尾形 昴 FC DIOS 17 鵜澤 汰成 小松川SC
18 素川 琉 FC DIOS 18 田村 陽希 小松川SC
19 田中 惺波 FC DIOS 19 山元 悠聖 小松川SC
20 瀧下 智陽 FC85オールスターズ 20 大澤 颯真 サンエフ葛西SC
21 吉田 仁 FC85オールスターズ 21 櫻井 颯嗣 篠崎SC
22 加藤 琉海 FC春江 22 瀬崎 陽之介 篠崎SC
23 神谷 陽奏 FC春江 23 西野 貫太 清新FC
24 中島 航大 FC春江 24 大塚 琥太朗 清新第三SC
25 斎藤 優 FCパルティレ 25 山田 一翔 中央レッドスターズ
26 高清水 奏大 FCパルティレ 26 鳴島 希一 南葛西キッカーズ
27 山口 陽翔 FC.VEARE 27 高橋 柚乃 臨海小学校SC
28 橋爪 瑠伽 小松川SC
29 清水 璃仁 篠崎SC
30 村井 桜鳳 篠崎SC
31 折戸 琉毅 JunsSC
32 佐藤 恵太 JunsSC
33 川上 裕翔 清新FC
34 長田 慎平 中央レッドスターズ
35 本間 蓮大 中央レッドスターズ
36 草薙 歩武 FRIENDLY-SC
37 前川 太志 FRIENDLY-SC
38 渡邉 翔空 FRIENDLY-SC
39 加藤 玲英 瑞江FC
40 廣瀬 瑠生 瑞江FC

1 池田 翔 ApreDiver 1 山﨑 悠真 宇喜田SC
2 米田 悠真 一之江キッカーズ 2 秋山 蓮 FC DIOS
3 壷井 颯夜 ヴァロールSCイースト 3 吉野 晴翔 FCパルティレ
4 斎藤 真輝 FC左近 4 相原 悠 葛西FC
5 渡部 永和 FC左近
6 近藤 飛真 FC DIOS
7 魚住 直利 サンエフ葛西SC
8 村松 凌空 清新第三SC
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2021年度 江戸川プライマリー参加者
U-12 U-11


