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役職 所属

監督 和⽥ 憲明 ﾜﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 四国学院⼤学

コーチ 渡部 誉也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔ 聖カタリナ⼤学
トレーナー 渡部 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ ⾼松⼤学

分析 福本 愛⽃ ﾌｸﾓﾄ ｱｲﾄ ⾼知⼤学

主務 阿部 華⼰ ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 四国学院⼤学

Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

GK ⽵内 登⼠郎 ﾀｹｳﾁ ﾄｳｼﾛｳ 2002/7/10 2 180 cm 63 kg 聖カタリナ⼤学 今治東中等教育学校

GK 栗原 拓也 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 2004/2/5 1 169 cm 75 kg ⾼松⼤学 ⼤社⾼校

GK ⽥中 藍⼈ ﾀﾅｶ ｱｲﾄ 2003/4/24 1 179 cm 71 kg 四国学院⼤学 新⽥⾼校

GK ⼩川 烈 ｵｶﾞﾜ ﾚﾂ 2003/9/9 1 190 cm 78 kg 聖カタリナ⼤学 松⼭聖陵⾼校

DF 松本 賢⼠ ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 2001/4/7 3 179 cm 69 kg ⾼知⼤学 神⼾星城⾼校

DF ⼋⼗嶋 ⼀⽃ ﾔｿｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ 2001/5/14 3 169 cm 66 kg ⾼松⼤学 ⼤⼿前⾼松⾼校

DF ⼭下 詩⾳ ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾝ 2001/12/20 3 181 cm 73 kg 聖カタリナ⼤学 ⾼川学園⾼校

DF 吉松 凛 ﾖｼﾏﾂ ﾘﾝ 2001/8/29 3 181 cm 70 kg 四国学院⼤学 愛媛U-18

DF 佐藤 敬太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 2002/6/7 2 177 cm 75 kg 四国学院⼤学 四国学院⼤学⾹川⻄⾼校

DF 河村 太暉 ｶﾜﾑﾗ ﾀｲｷ 2002/6/3 2 175 cm 72 kg 四国学院⼤学 鳴⾨⾼校

DF ⾼⽊ 航佑 ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ 2002/9/7 2 175 cm 65 kg ⾼松⼤学 坂出商業⾼校

DF 早瀬 隼⼤ ﾊﾔｾ ｼﾞｭﾝﾀ 2003/1/23 2 172 cm 68 kg ⾼知⼤学 袋井⾼校

DF ⼤川 寛太 ｵｵｶﾜ ｶﾝﾀ 2002/12/6 2 175 cm 65 kg ⾼知⼤学 ⾼知⻄⾼校

DF 伊形 侑真 ｲｶﾞﾀ ﾕｳｼﾝ 2003/6/23 1 178 cm 69 kg 聖カタリナ⼤学 東海⼤学付属熊本星翔⾼校

DF ⼤⾕ 雄希⽃ ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾄ 2003/9/18 1 180 cm 68 kg 松⼭⼤学 松⼭⼯業⾼校

DF 辻岡 招真 ﾂｼﾞｵｶ ｼｮｳﾏ 2004/3/5 1 176 cm 65 kg ⾼松⼤学 尽誠学園⾼校

MF ⼩村 萌⽃ ｵﾑﾗ ﾓｴﾄ 2001/7/14 3 169 cm 66 kg 四国学院⼤学 ⼭梨学院⾼校

MF ⻲井 絢⼠郎 ｶﾒｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ 2001/10/12 3 167 cm 69 kg ⾼知⼤学 丸⻲⾼校

MF 松元 琉磨 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾏ 2003/3/18 2 178 cm 67 kg ⾼松⼤学 鳳凰⾼校 

MF 福家 ⼤翔 ﾌｹ ﾋﾛﾄ 2002/9/24 2 175 cm 68 kg ⾼松⼤学 尽誠学園⾼校

MF 池内 ⽃磨 ｲｹｳﾁ ﾄｳﾏ 2003/2/2 2 168 cm 68 kg ⾼知⼤学 市⽴尼崎⾼校

MF 熊野 敬⼆郎 ｸﾏﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ 2002/6/10 2 168 cm 58 kg 四国学院⼤学 四国学院⼤学⾹川⻄⾼校

MF 加藤 駿介 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 2002/10/6 2 166 cm 60 kg 松⼭⼤学 済美学園済美⾼校

MF 奥⽥ 吏玖 ｵｸﾀﾞ ﾘｸ 2003/7/26 1 167 cm 60 kg 松⼭⼤学 千葉U-18

MF 須賀 ⾢⾶ ｽｶﾞ ﾕｳﾋ 2003/9/16 1 164 cm 58 kg 松⼭⼤学 松⼭⼯業⾼校

MF 児⽟ 凌空 ｺﾀﾞﾏ ﾘｸ 2003/9/18 1 165 cm 56 kg 聖カタリナ⼤学 東海⼤学付属熊本星翔⾼校

MF 三好 憂 ﾐﾖｼ ﾕｳ 2003/10/8 1 167 cm 57 kg ⾼松⼤学 今治東中等教育学校

FW 朝岡 裕介 ｱｻｵｶ ﾕｳｽｹ 2000/5/29 3 178 cm 73 kg ⾼知⼤学 SOLTILO CHIBA FC 

FW 芝 悠⽃ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 2001/9/19 3 171 cm 72 kg 松⼭⼤学 宇和島東⾼校

FW 三好 凱⽃ ﾐﾖｼ ｶｲﾄ 2001/10/6 3 165 cm 65 kg 聖カタリナ⼤学 新⽥⾼校

FW ⽮野 佑介 ﾔﾉ ﾕｳｽｹ 2002/10/20 2 175 cm 67 kg ⾼松⼤学 ⽴正⼤学淞南⾼校

FW ⻘柳 成鴻 ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾙﾋﾛ 2002/5/9 2 168 cm 60 kg 聖カタリナ⼤学 興國⾼校

FW 宇⽥ 健⼤ ｳﾀﾞ ｹﾝﾀ 2003/5/13 1 166 cm 63 kg ⾼松⼤学 鳳凰⾼校 

FW 室 天舞 ﾑﾛ ﾃﾝﾏ 2003/9/20 1 175 cm 73 kg 四国学院⼤学 ⾼知中央⾼校

FW 梶原 彗汰 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 2003/4/27 1 173 cm 67 kg 聖カタリナ⼤学 愛媛U-18
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