
番 郡市 名　　前 ふりがな 所　属 学年 備考 番 郡市 名　　前 ふりがな 所　属 学年 備考

1 諫早 福田　壮汰 ふくだ　そうた Ｖファーレン ４年 1 諫早 瓔田　颯人 さくらだ　はやと 北諌早 ５年

2 諫早 木下　冬也 きのした　とうや アルディート ４年 2 諫早 小川　浩史朗 おがわ　こうしろう 西諌早 ５年

3 雲仙 林田　尚貴 はやしだ　よしき 千々石 ４年 3 諫早 村中　洸太 むらなか　こうだい 北諌早 ５年

4 雲仙 田中　翔太 たなか　しょうた 小浜 ４年 4 諫早 吉岩　柊平 よしいわ　しゅうへい スネイル ５年

5 雲仙 髙橋　龍信 たかはし　りゅうしん 大塚 ４年 5 雲仙 竹田　珠馬琉 たけだ　すばる 雲仙愛野 ５年

6 諫早 大山　諒 おおやま　りょう 真津山 ４年 6 大村 山口　波輝 やまぐち　なみき ｾﾚｰｼﾞｬ ５年

7 五島 竹内　洲人 たけうち　しゅうと ナッシーズ ４年 7 大村 前田　悠也 まえだ　ゆうや 旭ヶ丘 ５年

8 佐世保 井出隆勉 アンソニー いでりゅうべん　あんそにー 相浦西 ４年 8 佐世保 柴藤　航貴 しばとう　こうき 黒髪 ５年

9 佐世保 豊本　照仁 とよもと　てるひと チューリップ ４年 9 佐世保 田島　央雅 たしま　おうが 楠栖 ５年

10 佐世保 松尾　琉雅 まつお　りゅうが 大野 ４年 10 佐世保 崎村 直樹 さきむら　なおき 相浦 ５年

11 佐世保 松村　魁星 まつむら　かいせい 黒髪 ４年 11 西彼 池原　諄 いけはら　じゅん 長与南 ５年

12 佐世保 林田　亜斗夢 はやしだ　あとむ いむら ４年 12 西彼 寺崎  栄人 てらさきえいと 時津 ５年

13 佐世保 藤野　航平 ふじの　こうへい 吉井世知原 ４年 13 西彼 西村　天眞 にしむらたかまさ 長与南 ５年

14 佐世保 石田　優真 いしだ　ゆうま 佐世保FC ４年 14 西彼 白根　光樹 しらねこうき 時津北 ５年

15 西彼 山本　功馬 やまもと　せいま オーシャン ４年 15 西彼 酒井　健跳 さかいけんと 時津東 ５年

16 長崎 田中　透馬 たなか　とうま 土井首 ４年 16 長崎 小田　息吹 おだ　いぶき ブリストル ５年

17 長崎 外野　涼太 ほかの　りょうた フェニックス ４年 17 東彼 庄司　源太 しょうじ　げんた 小串 ５年

18 長崎 アーネットチャーリー あーねっとちゃーりー ヒラキダ ４年 18 長崎 浦道　翔 うらみち　しょう ドリーム ５年

19 長崎 村瀬　竜也 むらせ　りゅうや 畝刈 ４年 19 長崎 木森　大雅 きもり　たいが 愛宕 ５年

20 長崎 福田　真央 ふくだ　まお 南長崎 ４年 20 長崎 小野　颯人 おの　はやと 香焼 ５年

21 東彼 森　蒼一郎 もり　そういちろう 川棚チューリップ ４年 21 長崎 福島　大空 ふくしま　たく レインボー ５年

22 平戸 本川　青空 もとかわ　そら 生月 ４年 22 長崎 山本壮馬 やまもと　そうま あぐり西町 ５年

23 南島原 江川　脩斗 えがわ　しゅうと 深江 ４年 23 長崎 佐藤　玲 さとう　れい ブリストル ５年

24 長崎 芝原隆真 しばはら　 ブリストル ５年

25 長崎 郡司島　樹 ぐんじしま　いつき あぐり西町 ５年

26 南島原 中村　颯 なかむら　そう 西有家 ５年

Ｕ－１０　メンバー Ｕ－１１　メンバー

２０１２年７月２８日（土）～２９日（日）　佐賀熊本長崎３県キッズエリート交流会Ｕ－１０，１１ ｉｎ 阿蘇


