
岐阜地区　66チーム

地区名 チーム名 地区名 チーム名

1 岐阜 厚見スポーツ少年団サッカー部 39 本巣・瑞穂 本巣サッカークラブ

2 岐阜 長森南スポーツ少年団サッカー部 40 本巣・瑞穂 真正サッカースポーツ少年団

3 岐阜 茜部スポーツ少年団サッカー部 41 本巣・瑞穂 　 糸貫サッカー少年団

4 岐阜 トレイスFC 42 本巣・瑞穂 巣南サッカースポーツ少年団

5 岐阜 長森ＳＳ 43 本巣・瑞穂 穂積北サッカー少年団

6 岐阜 ユントスＳＣ 44 本巣・瑞穂 牛牧サッカースポーツ少年団

7 岐阜 岐阜スポーツ少年団若鮎岐阜サッカー部 45 本巣・瑞穂 穂積サッカースポーツ少年団

8 岐阜 長良西スポーツ少年団サッカー部 46 本巣・瑞穂 北方ＪＦＳ

9 岐阜 七郷スポーツ少年団サッカー部 47 岐阜 * メジェール岐阜瑞穂F.C.

10 岐阜 岩野田サッカー少年団 48 岐阜 * スポーツクラブ岐阜ＶＡＭＯＳ

11 岐阜 ＪＦＣ若鮎城西 49 岐阜 * 若鮎長良FCインテリオール

12 岐阜 ジュニアフットボールクラブ早田 50 岐阜 * 岐阜西ＳＣサッカークラブ

13 岐阜 岐北ＪＦＣ 51 岐阜 * FC DRACHE

14 岐阜 ＦＣ島 52 岐阜 * ＦＣ，Ｋ-ＧＰ（ゴール プランダーズ）

15 岐阜 高富サッカー少年団 53 岐阜 * ISS.F.C

16 岐阜 北星フットボールクラブ 54 岐阜 * FC GRIFFON

17 岐阜 セイカＪＦＣ 55 岐阜 * アウトラインＦＣ U-12

18 岐阜 鶉スポーツ少年団サッカー部 56 岐阜 * FC LASELVA

19 岐阜 加納西スポーツ少年団サッカー部 57 岐阜 * Football Club 円（つぶら）

20 岐阜 ＦＣヴァンクール 58 岐阜 * G DREAM S.C.

21 岐阜 合渡サッカークラブ 59 岐阜 * FC ANHELO

22 岐阜 明郷ＦＣ 60 岐阜 * コラッジョーゾ各務原

23 岐阜 市橋サッカースポーツ少年団 61 岐阜 * 長良ジュニアＦＣ

24 岐阜 西郷ＦＣ 62 岐阜 * 南部SC

25 羽島 羽島JFC 63 岐阜 * ＴＦＫフットボールクラブ

26 羽島  はしまモア正木サッカー 64 岐阜 * NestingFC

27 羽島 松枝サッカー少年団 65 岐阜 * FCドルトムントサッカーアカデミー岐阜

28 羽島 岐南サッカースポーツ少年団 66 岐阜 - JUVEN.FC.FLOR

29 羽島 ＦＣパトロル

30 各務原 蘇原ＪＦＣ

31 各務原 那加一サッカースポーツ少年団

32 各務原 那加ＦＣ２３

33 各務原 鵜沼第一サッカー少年団

34 各務原 尾崎サッカースポーツ少年団

35 各務原 川島サッカースポーツ少年団 　　　　＊クラブチーム

36 各務原 緑陽ＪＦＣ

37 各務原 八木山サッカースポーツ少年団

38 各務原 各務原中央サッカースポーツ少年団

　　　　　　　　　　　　2022年度　登 録 一 覧 表



中濃地区　30位-ム 西濃地区　25チーム

地区名 チーム名 地区名 チーム名

1 中濃 孫六旭ケ丘サッカースポーツ少年団 1 西濃 大垣中川サッカー少年団

2 中濃 孫六安桜サッカースポーツ少年団 2 西濃 FC大垣西部サッカー少年団

3 中濃 関さくらサッカースポーツ少年団 3 西濃 大垣興文サッカー少年団

4 中濃 孫六瀬尻サッカースポーツ少年団 4 西濃 名森サッカースポーツ少年団

5 中濃 金竜サッカースポーツ少年団 5 西濃 大垣東サッカー少年団

6 中濃 武儀FC 6 西濃 大垣小野サッカー少年団

7 中濃 武芸川サッカースポーツ少年団 7 西濃 大垣北サッカー少年団

8 中濃 美濃サッカースポーツ少年団 8 西濃 JFC 大垣WEST

9 中濃 加茂野　JFC 9 西濃 ＦＣ養老 Jｒ

10 中濃 太田サッカー少年団 10 西濃 サウス安井サッカー少年団

11 中濃 山手サッカー少年団 11 西濃 大垣江並サッカー少年団

12 中濃 美濃加茂コヴィーダJFC 12 西濃 養老キッカーズ

13 中濃 川辺少年サッカークラブ 13 西濃 海津SSS

14 中濃 八百津FCジュニアサッカー少年団 14 西濃 揖斐川FCジュニア

15 中濃 坂祝サッカースポーツ少年団 15 西濃 大野サッカークラブ

16 中濃 桜ヶ丘 ＦＣ 16 西濃 ブラバサッカースポーツ少年団

17 中濃 エスペランサ土田FC 17 西濃 池田フットボールクラブ

18 中濃 中部ＳＣスポーツ少年団 18 西濃 神戸サッカー少年団

19 中濃 御嵩サッカー少年団 19 西濃 ＦＣ ヴィオーラ

20 中濃 西可児ＦＣスポーツ少年団 20 西濃 輪之内サッカー少年団

21 中濃 FC今渡 21 西濃 * 翼SCレインボー垂井

22 中濃 美並サッカークラブ 22 西濃 * DIVINE 垂井

23 中濃 郡上八幡FC　 23 西濃 * 西濃シティFC

24 中濃 大和ジュニアサッカークラブ 24 西濃 * 西濃女子Reviaie      (少女）

25 中濃 白鳥ジュニアサッカークラブ 25 西濃 * LEGARE04

26 中濃 下有知FC

27 中濃 * ＦＣ　ＥＮＦＩＮＩ

28 中濃 * TIGERY岐阜フットボールクラブU-12

29 中濃 * 中濃女子FC

30 中濃 * AC．SCAVO

東濃地区　17チーム 飛騨地区　12チーム

1 東濃 共栄JFC 1 飛騨 新宮サッカー少年団

2 東濃 多治見ZELO．FC 2 飛騨 萩原ジュニアサッカークラブ

3 東濃 精華少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 3 飛騨 金山フットボールクラブ

4 東濃 ﾎﾜｲﾄｷｯｶｰｽﾞ 4 飛騨 神岡サッカースポーツ少年団

5 東濃 土岐ｄｈ.ボーチェ 5 飛騨 国府サッカースポーツ少年団

6 東濃 泉JFC 6 飛騨 高山ウイングスサッカースポーツ少年団

7 東濃 妻木少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 7 飛騨 古川西サッカースポーツ少年団

8 東濃 中津川ジュニアフットボールクラブ 8 飛騨 高山花里FC

9 東濃 付知ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 9 飛騨 高山山王サッカースポーツ少年団

10 東濃 土岐南サッカークラブ 10 飛騨 高山東サッカースポーツ少年団

11 東濃 小泉少年サッカークラブ 11 飛騨 飛騨古川 ＪＦＣ

12 東濃 FC恵那AVANZARE Jｒ. 12 飛騨 * エスティーロ高山ＦＣ

13 東濃 * 瑞浪ｽﾊﾟﾛｰｽﾞ

14 東濃 * ＦＣ　ＥＳＦＵＥＲＳＯ（エスフェルソ）　Ｕ－１２

15 東濃 * FC XEBEC Ｊｒ 　　　　＊クラブチーム

16 東濃 * FC Brotes

17 東濃 * FCオリベ多治見Ｕ12


