
2023/2/26

役職 所属

監督 ⼭⻄ 尊裕 ﾔﾏﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 常葉⼤学

コーチ 永冨 裕也 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾕｳﾔ 中京⼤学

GKコーチ ⾼⽥ 優 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 岐⾩協⽴⼤学
トレーナー 加藤 淳司 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 中京⼤学
学⽣トレーナー 中村 駿⼀ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 中京⼤学

主務 江間 優奈 ｴﾏ ﾕｳﾅ 静岡産業⼤学

副務 ⼭村 友⾥菜 ﾔﾏﾑﾗ ﾕﾘﾅ 名古屋学院⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 中島 佳太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀﾛｳ 2001/6/6 3 186 cm 82 kg 常葉⼤学 磐⽥U-18

2 MF 常安 澪 ﾂﾈﾔｽ ﾐｵ 2001/9/8 3 165 cm 60 kg 東海学園⼤学 川崎U-18

3 DF 佐藤 颯真 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 2003/11/3 1 181 cm 70 kg 東海学園⼤学 東海学園⾼校

4 DF ⻑島 武 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｹﾙ 2001/5/26 3 178 cm 66 kg 静岡産業⼤学 千葉U-18

5 DF 多⽥ ⾵太 ﾀﾀﾞ ﾌｳﾀ 2000/10/16 3 180 cm 72 kg 中京⼤学 中部⼤学第⼀⾼校

6 MF ⾼瀬 ⽣聖 ﾀｶｾ ｳｷｮｳ 2001/7/6 3 170 cm 67 kg 常葉⼤学 奈良県⽴⼭辺⾼校

7 MF 藤井 皓也 ﾌｼﾞｲ ｺｳﾔ 2001/8/29 3 165 cm 60 kg 中京⼤学 静岡学園⾼校

8 MF 井堀 ⼆昭 ｲﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 2001/4/16 3 172 cm 68 kg 東海学園⼤学 静岡学園⾼校

9 FW 近藤 慶⼀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾄ 2002/3/3 3 182 cm 81 kg 名古屋学院⼤学 中京学院⼤学附属中京⾼校

10 MF 古⻑⾕ 千博 ｺﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ 2001/10/25 3 170 cm 61 kg 常葉⼤学 清⽔桜が丘⾼校

11 MF 前⽥ 翔茉 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 2002/1/8 3 178 cm 72 kg 常葉⼤学 清⽔桜が丘⾼校

12 GK 福本 悠 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳ 2002/7/3 2 183 cm 78 kg 中京⼤学 G⼤阪Y

13 MF 岡本 晟也 ｵｶﾓﾄ ｾｲﾔ 2003/12/7 1 182 cm 72 kg 中京⼤学 津⼯業⾼校

14 MF ⼭村 琉偉 ﾔﾏﾑﾗ ﾙｲ 2002/4/27 2 168 cm 64 kg 名古屋学院⼤学 磐⽥U-18

15 MF 有働 夢叶 ｳﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 2002/12/8 2 175 cm 69 kg 中京⼤学 興國⾼校

16 DF 藤本 奎詩 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼ 2001/9/7 3 176 cm 68 kg 東海学園⼤学 中央学院⾼校

17 MF 永⽥ 貫太 ﾅｶﾞﾀ ｶﾝﾀ 2001/8/11 3 170 cm 66 kg 中京⼤学 鵬学園⾼校

18 DF 深澤 壯太 ﾌｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 2003/3/20 2 175 cm 70 kg 中京⼤学 ⼤阪桐蔭⾼校

19 DF ⾼井 健太 ﾀｶｲ ｹﾝﾀ 2001/4/21 3 187 cm 78 kg 名古屋産業⼤学 帝京⼤学可児⾼校

20 MF 武藤 寛 ﾑﾄｳ ﾋﾛｼ 2003/9/2 1 168 cm 63 kg 中京⼤学 市⽴船橋⾼校

22 MF 押富 ⼤輝 ｵｼﾄﾐ ﾀｲｷ 2002/4/9 2 173 cm 70 kg 中京⼤学 神⼾U-18
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