
チ　ー　ム　名 回数 都道府県 住　　　　所 郵便番号 代表者氏名
1 エクセルシオールＦＣ 7 静岡県 萩原 卓磨

2 大富士ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 34 静岡県 中根 廣明

3 上尾大石ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 14 埼玉県 本間　 隆

4 TRICOLORE FC 2 埼玉県 村川 浩士

5 TRICOLORE FC　JOIN 2 埼玉県 村川 浩士

6 藤崎ＦＣ 初 千葉県 建部　忠

7 高崎Ｋ２ＦＣ 初 群馬県 間渕 武彦

8 原フットボールクラブ 28 神奈川県 石井 和則

9 明治フリーバーズ少年蹴球団 27 神奈川県 中野 行博

10 ＳＳＣ 11 神奈川県 山本 貴之

11 千代豊川スポーツクラブ 33 神奈川県 渡邉 裕介

12 酒匂サッカー少年団 27 神奈川県 和久井良平

13 南部フットボールクラブ 17 山梨県 多門 正三

14 滋賀ＹＭＣＡ 2 滋賀県 國宗賢太郎

15 彦根フットボールクラブ 23 滋賀県 金田 範宏

16 大宝ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 34 滋賀県 泉　 憲舟

17 ＦＣ　Anillo U12 21 奈良県 玉木   優

18 ディアブロッサ大阪FC 27 大阪府 山元 浩敬

19 南部ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 7 静岡県 佐々 光陽

20 Ｔ＆Ｔサッカークラブ 8 静岡県 太田 寛之

21 金谷ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 27 静岡県 秋山 荘吾

22 自彊ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 34 静岡県 山内 康弘

23 裾野西ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 5 静岡県 遠藤 宏一

24 ＡＬＡ裾野 初 静岡県 杉山 心持

25 三島ＶFC 28 静岡県 長浜 昭彦

26 函南サッカースポーツ少年団 15 静岡県 笹本 重信

27 片浜ｸﾗﾌﾞｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 19 静岡県 石川 智明

28 神戸フットボールクラブ 22 静岡県 赤渕 成彦

29 SEPALADAｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞU12A 2 静岡県 田中 和喜

30 SEPALADAｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞU12B 2 静岡県 田中 和喜

31 アスルクラロ沼津 U-12 16 静岡県 水野龍太郎

32 アスルクラロ富士 U-12 7 静岡県 長谷川嵩紘

33 富士川FC 33 静岡県 大石 浩之

34 元吉原アゼス少年サッカークラブ 13 静岡県 仲亀 直樹

35 FCヴェンツーラジュニア 初 静岡県 森下 広貴

36 フリーダムＦＣ 6 静岡県 尾沼 隼人

37 LEOVISTA FOOTBALL CLUB 3 静岡県 脇川 裕行

38 富士宮東ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 34 静岡県 黒田 信和

39 黒田ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 34 静岡県 堀池 大輔

40 富丘ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 34 静岡県 佐野 和洋

41 富士根南ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 34 静岡県 佐野 光宣

42 プログレッソＦＣ富士宮 34 静岡県 経種 敏昭

43 大宮・宮西ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 34 静岡県 佐野 文雄

44 FC芝川スポーツ少年団 15 静岡県 桐山 拓也

45 LIBERDADE FOOTBALL CLUB 12 静岡県 酒井 利昌

1 韮崎ＳＣガールズ 5 山梨県 清水たけみ

2 原ＦＣなでしこ横浜 8 神奈川県 石井 和則

3 アスルクラロ沼津　ガールズU12 12 静岡県 渡辺 　健

4 SHガールズA 2 神奈川県 中村 忠嗣

5 SHガールズB 2 神奈川県 中村 忠嗣

6 エンジョイＦＣ 初 神奈川県 西村雄一郎

7 島田プリンセス 24 静岡県 浅賀 裕二

8 袋井西フットボールクラブ 5 静岡県 北上　 誠

9 長泉なでしこＦＣ 2 静岡県 川邉 武史

10 FCマーレガールズ 初 静岡県 北島 英俊

11 フォレッタ富士宮ガールズFC 6 静岡県 塩川 訓啓

  　　（少女の部）

第３４回　富士山カップ少年・少女サッカー大会　出場チーム一覧

 　　 （少年の部）


