
背番号 氏名 フリガナ ポジション 生年月日 前所属

2 柏村 菜那 カシムラ ナナ DF 2004/4/15 FC中原
8 大山 愛笑 オオヤマ アエム MF 2004/9/19 東京ヴェルディ ジュニア

10 土方 麻椰 ヒジカタ マヤ FW 2004/4/13 新座片山フォルティシモ少年団

4 池上 聖七 イケガミ セイナ DF 2005/6/3 日テレ・東京ヴェルディセリアス
9 樋渡 百花 ヒワタリ モカ FW 2005/10/9 上北沢サッカークラブ
1 ウルフ ジェシカ結吏 ウルフ ジェシカユウリ GK 2005/5/20 AC等々力

11 松永 未夢 マツナガ ミユ MF 2006/6/8 大沢フットボールクラブ
7 眞城 美春 シンジョウ ミハル MF 2007/2/5 バディーサッカークラブ

16 林 心春 ハヤシ コハル GK 2006/5/18 大泉ROSSO FC
14 鈴木 温子 スズキ ハルコ MF 2007/1/11 FC Forte K-2

13 川口 歩奏 カワグチ フウカ FW 2007/4/25 白百合サッカークラブ
15 本多 桃華 ホンダ モモカ DF 2007/6/12 Wings U-12
17 伊藤 花恋 イトウ カレン MF 2007/4/26 FC.vinculo
20 久山 紗季 クヤマ サキ MF 2007/7/13 F.C.エスペランサ
22 永井 愛理 ナガイ アイリ GK 2007/6/9 秦野南が丘ガールズ
6 朝生 珠実 アソウ タマミ DF 2007/10/26 プログレッソTCF稲城

30 松川 陽加里 マツカワ アカリ DF 2007/9/10 立川九小サッカークラブ
33 山田 理琴 ヤマダ リコ MF 2007/12/20 バディフットボールクラブ
34 大西 詩 オオニシ ウタ MF 2008/1/6 FC南大沢
32 倉田 こはる クラタ コハル MF 2007/11/26 日野八小フットボールクラブ

12 松岡 瑛茉 マツオカ エマ DF 2008/6/10 新座片山フォルティシモ少年団
24 佐藤 色 サトウ イロ MF 2008/5/15 Wings U-12
19 式田 和 シキダ ニコ FW 2008/12/19 ジョカーレフットボールクラブ
5 須長 穂乃果 スナガ ホノカ MF 2008/7/22 東京ヴェルディジュニア

23 新田 彩和 シンデン サワ FW 2008/12/29 インテルアカデミージャパン
3 青木 夕菜 アオキ ユナ DF 2008/7/7 FC大泉学園

18 今 ゆうり コン ユウリ MF 2008/9/2 PELADA FC

29 北島 景子 キタジマ ケイコ MF 2010/2/26 和魂SC
31 渡邉 柚香 ワタナベ ユカ MF 2009/7/9 おなりレパーズ
21 諏訪 穂香 スワ ホノカ MF 2009/4/15 国立スリーエス
26 松原 璃桜奈 マツバラ リオナ GK 2009/4/13 戸田南FC
27 栗田 七海 クリタ ナナミ MF 2010/3/24 落合サッカークラブ
28 大長 柑花 ダイチョウ カンナ MF 2009/11/17 FC TRIANELLO Machida
25 武内 明香里 タケウチ アカリ MF 2009/10/23 FC中原
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