
Jクラブ人気選手（11名）サイン入りユニフォーム一覧

※クラブによって12名以上のサインが入る場合があります

※各クラブの選手のサインについて、移籍により現所属のクラブと異なる場合があります

※サインを入れる選手が変更になる場合があります

クラブ名 ユニフォーム種類 サイズ サイン選手名 （敬称略）

Ｊ１ 北海道コンサドーレ札幌 レプリカ L
菅野 孝憲/田中 駿汰/福森 晃斗/高嶺 朋樹/ルーカス フェルナンデス/金子 拓郎/宮澤 裕樹/駒井

善成/チャナティップ /青木 亮太/小野 伸二

ベガルタ仙台 オーセンティック L

蜂須賀 孝治/アピアタウィア 久/上原 力也/関口 訓充/赤﨑 秀平/平岡 康裕/石原 崇兆/西村 拓

真/ストイシッチ/真瀬 拓海/加藤 千尋/ヤクブ スウォビィク/エマヌエル オッティ/氣田 亮真/

フェリペ カルドーゾ/フォギーニョ /福森 直也

鹿島アントラーズ レプリカ L
レオ シルバ/土居 聖真/エヴェラウド /荒木 遼太郎/永戸 勝也/上田 綺世/三竿 健斗/町田 浩樹/

沖 悠哉/常本 佳吾/犬飼 智也

浦和レッズ レプリカ L
西川 周作/宇賀神 友弥/岩波 拓也/槙野 智章/キャスパー ユンカー/明本 考浩/小泉 佳穂/汰木

康也/柴戸 海/江坂 任/関根 貴大

柏レイソル レプリカ L
高橋 祐治/古賀 太陽/クリスティアーノ/北爪 健吾/滝本 晴彦/瀬川 祐輔/ドッジ/ペドロ ハウル

/戸嶋 祥郎/アンジェロッティ/神谷 優太

ＦＣ東京 レプリカ M
森重 真人/渡辺 剛/小川 諒也/三田 啓貴/ディエゴ オリヴェイラ/東 慶悟/波多野 豪/アダイウト

ン/青木 拓矢/田川 亨介/安部 柊斗

川崎フロンターレ オーセンティック L
チョン ソンリョン/登里 享平/ジェジエウ/谷口 彰悟/ジョアン シミッチ/車屋 紳太郎/脇坂 泰

斗/レアンドロ ダミアン/大島 僚太/山根 視来/家長 昭博

横浜Ｆ・マリノス オーセンティック L
畠中 槙之輔/ティーラトン/扇原 貴宏/喜田 拓也/レオ セアラ/マルコス ジュニオール/チアゴ

マルチンス/宮市 亮/水沼 宏太/小池 龍太/松原 健/和田 拓也

横浜ＦＣ レプリカ L
高橋 秀人/瀬古 樹/クレーベ/中村 俊輔/三浦 知良/小川 慶治朗/安永 玲央/伊野波 雅彦/高木 友

也/韓 浩康/渡邉 千真/六反 勇治

湘南ベルマーレ オーセンティック L
石原 広教/舘 幸希/岡本 拓也/大野 和成/ウェリントン/山田 直輝/タリク/中村 駿/畑 大雅/田中

聡/高橋 諒

清水エスパルス オーセンティック L

大久保 択生/立田 悠悟/原 輝綺/ヴァウド/竹内 涼/片山 瑛一/チアゴ サンタナ/カルリーニョス

ジュニオ/中山 克広/宮本 航汰/後藤 優介/西澤 健太/河井 陽介/エウシーニョ/ディサロ 燦シル

ヴァーノ/中村 慶太/奥井 諒/ヘナト アウグスト/鈴木 唯人/永井 堅梧/滝 裕太/指宿 洋史/福森

直也/ノリエガ エリック/権田 修一/井林 章/鈴木 義宜/松岡 大起

名古屋グランパス レプリカ L
ランゲラック/米本 拓司/中谷 進之介/宮原 和也/阿部 浩之/柿谷 曜一朗/木本 恭生/稲垣 祥/マ

テウス/吉田 豊/前田 直輝

ガンバ大阪 レプリカ M-L
東口 順昭/藤春 廣輝/三浦 弦太/チュ セジョン/倉田 秋/佐藤 瑶大/パトリック/矢島 慎也/柳澤

亘/ウェリントン シウバ/山本 悠樹

セレッソ大阪 レプリカ L
松田 陸/進藤 亮佑/原川 力/藤田 直之/清武 弘嗣/丸橋 祐介/大久保 嘉人/奥埜 博亮/中島 元彦/

豊川 雄太/西尾 隆矢



クラブ名 ユニフォーム種類 サイズ サイン選手名 （敬称略）

Ｊ１ ヴィッセル神戸 レプリカ L
小林 友希/山口 蛍/セルジ サンペール/郷家 友太/菊池 流帆/初瀬 亮/田中 順也/酒井 高徳/中坂

勇哉/廣永 遼太郎/ドウグラス

サンフレッチェ広島 レプリカ L
荒木 隼人/森島 司/藤井 智也/清水 航平/松本 泰志/柏 好文/佐々木 翔/住吉 ジェラニレショー

ン/鮎川 峻/東 俊希/今津 佑太/ジュニオール サントス/大迫 敬介

徳島ヴォルティス オーセンティック L
田向 泰輝/岩尾 憲/渡井 理己/カカ/岸本 武流/垣田 裕暉/福岡 将太/上福元 直人/吹ヶ 徳喜/ク

リスティアン バトッキオ/杉森 考起

アビスパ福岡 オーセンティック O
エミル サロモンソン/前 寛之/杉本 太郎/城後 寿/山岸 祐也/志知 孝明/ジョルディ クルークス/

田邉 草民/村上 昌謙/ドウグラス グローリ/奈良 竜樹

サガン鳥栖 レプリカ L
エドゥアルド/島川 俊郎/林 大地/山下 敬大/樋口 雄太/ファン ソッコ/小屋松 知哉/飯野 七聖/

朴 一圭/仙頭 啓矢/中野 伸哉

大分トリニータ レプリカ L
香川 勇気/三竿 雄斗/小林 裕紀/町田 也真人/エンリケ トレヴィザン/上夷 克典/長沢 駿/ポープ

ウィリアム/梅崎 司/呉屋 大翔/長谷川 雄志

Ｊ２ ブラウブリッツ秋田 レプリカ L
谷奥 健四郎/輪笠 祐士/普光院 誠/茂 平/中村 亮太/田中 雄大/沖野 将基/稲葉 修土/齋藤 恵太/

増田 繁人/飯尾 竜太朗

モンテディオ山形 レプリカ L
ビクトル/山﨑 浩介/野田 裕喜/山田 拓巳/ヴィニシウス アラウージョ/山田 康太/藤田 息吹/南

秀仁/國分 伸太郎/林 誠道/中原 輝

水戸ホーリーホック オーセンティック L
住吉 ジェラニレショーン/大崎 航詩/木村 祐志/平野 佑一/森 勇人/中山 仁斗/安藤 瑞季/松崎

快/牲川 歩見/村田 航一/鈴木 喜丈

栃木ＳＣ レプリカ L
吉田 将也/柳 育崇/森 俊貴/西谷 優希/山本 廉/佐藤 祥/矢野 貴章/豊田 陽平/黒崎 隼人/オビ パ

ウエル オビンナ/三國 ケネディエブス

ザスパクサツ群馬 オーセンティック L
畑尾 大翔/内田 達也/岩上 祐三/北川 柊斗/青木 翔大/進 昂平/松原 修平/高橋 勇利也/小島 雅

也/吉永 昇偉/大武 峻

大宮アルディージャ レプリカ LG
河本 裕之/松本 大弥/三門 雄大/馬渡 和彰/黒川 淳史/大山 啓輔/イバ/西村 慧祐/上田 智輝/松

田 詠太郎/小野 雅史

ジェフユナイテッド千葉 レプリカ L
新井 章太/田口 泰士/船山 貴之/鈴木 大輔/チャン ミンギュ/福満 隆貴/新井 一耀/熊谷 アンド

リュー/末吉 塁/髙橋 壱晟/櫻川 ソロモン

東京ヴェルディ レプリカ L
若狭 大志/井出 遥也/佐藤 優平/山下 諒也/ンドカ ボニフェイス/福村 貴幸/加藤 弘堅/小池 純

輝/端戸 仁/山口 竜弥/マテウス



クラブ名 ユニフォーム種類 サイズ サイン選手名 （敬称略）

Ｊ２ ＦＣ町田ゼルビア オーセンティック L
奥山 政幸/三鬼 海/水本 裕貴/佐野 海舟/髙江 麗央/鄭 大世/平戸 太貴/吉尾 海夏/高橋 祥平/長

谷川 アーリアジャスール/福井 光輝

ＳＣ相模原 オーセンティック L
藤本 淳吾/石田 崚真/安藤 翼/川上 竜/白井 達也/竹重 安希彦/和田 昌士/藤原 優大/澤上 竜二/

木村 誠二/成岡 輝瑠

ヴァンフォーレ甲府 レプリカ L
河田 晃兵/小柳 達司/新井 涼平/ウィリアン リラ/野津田 岳人/荒木 翔/鳥海 芳樹/関口 正大/泉

澤 仁/メンデス/長谷川 元希

松本山雅ＦＣ オーセンティック L
星 キョーワァン/前 貴之/田中 パウロ淳一/河合 秀人/阪野 豊史/鈴木 国友/村山 智彦/外山 凌/

小手川 宏基/佐藤 和弘/常田 克人

アルビレックス新潟 オーセンティック L
小島 亨介/舞行龍ジェームズ/谷口 海斗/高 宇洋/福田 晃斗/星 雄次/ロメロ フランク/藤原 奏哉

/堀米 悠斗/高木 善朗/千葉 和彦

ツエーゲン金沢 オーセンティック XO
後藤 雅明/石尾 崚雅/松田 陸/大橋 尚志/嶋田 慎太郎/藤村 慶太/丹羽 詩温/大石 竜平/渡邊 泰

基/廣井 友信/平松 昇

ジュビロ磐田 オーセンティック L
今野 泰幸/大津 祐樹/大森 晃太郎/ルキアン/山本 康裕/鹿沼 直生/三浦 龍輝/山本 義道/高野 遼

/金子 翔太/遠藤 保仁

京都サンガF.C. オーセンティック L
飯田 貴敬/松田 天馬/ピーター ウタカ/宮吉 拓実/武田 将平/荻原 拓也/麻田 将吾/ヨルディ バ

イス/川﨑 颯太/福岡 慎平/若原 智哉

ファジアーノ岡山 オーセンティック M
井上 黎生人/喜山 康平/白井 永地/宮崎 智彦/上門 知樹/河野 諒祐/ミッチェル デューク/安部

崇士/パウリーニョ/梅田 透吾/徳元 悠平

レノファ山口ＦＣ レプリカ L
菊地 光将/ヘナン/佐藤 健太郎/池上 丈二/楠本 卓海/浮田 健誠/小松 蓮/関 憲太郎/神垣 陸/田

中 陸/石川 啓人

愛媛ＦＣ オーセンティック L
岡本 昌弘/西岡 大志/川村 拓夢/前田 凌佑/藤本 佳希/近藤 貴司/忽那 喬司/茂木 力也/三原 秀

真/大谷 尚輝/森谷 賢太郎

ギラヴァンツ北九州 オーセンティック L
村松 航太/岡村 和哉/髙橋 大悟/前川 大河/野口 航/針谷 岳晃/富山 貴光/加藤 有輝/永田 拓也/

井澤 春輝/藤谷 壮

Ｖ･ファーレン長崎 レプリカ M-L
加藤 大/加藤 聖/毎熊 晟矢/澤田 崇/鍬先 祐弥/米田 隼也/江川 湧清/新里 亮/二見 宏志/ビクト

ル イバルボ/植中 朝日

ＦＣ琉球 レプリカ L
岡﨑 亮平/風間 宏希/田中 恵太/風間 宏矢/清武 功暉/沼田 圭悟/知念 哲矢/阿部 拓馬/上里 一

将/池田 廉/田口 潤人



クラブ名 ユニフォーム種類 サイズ サイン選手名 （敬称略）

Ｊ３ ヴァンラーレ八戸 オーセンティック L
赤松 秀哉/上形 洋介/新井山 祥智/丸岡 悟/前澤 甲気/島田 拓海/坪井 一真/黒石 貴哉/伊勢 渉/

蔦 颯/近石 哲平

いわてグルージャ盛岡 レプリカ L
土井 康平/牟田 雄祐/石井 圭太/モレラト/脇本 晃成/ブレンネル/色摩 雄貴/加々美 登生/中村

太亮/増田 隼司/小野田 将人

福島ユナイテッドＦＣ オーセンティック O
鎌田 翔雅/宇佐美 宏和/田中 康介/橋本 陸/山本 海人/福島 隼斗/鎌田 大夢/吉永 大志/柴 圭汰/

樋口 寛規/上畑 佑平士

Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 オーセンティック L
佐川 亮介/宗近 慧/土館 賢人/池ヶ谷 颯斗/佐藤 祐太/神田 夢実/吉田 明生/大泉 和也/柳 雄太

郎/船橋 勇真/西山 峻太

ＡＣ長野パルセイロ オーセンティック L
田中 謙吾/喜岡 佳太/広瀬 健太/坪川 潤之/水谷 拓磨/藤山 智史/三田 尚希/森川 裕基/吉村 弦/

住永 翔/上米良 柊人

カターレ富山 オーセンティック M

西部 洋平/黒木 聖仁/戸根 一誓/今瀬 淳也/碓井 鉄平/佐々木 陽次/高橋 駿太/大野 耀平/花井

聖/大﨑 淳矢/安藤 由翔/濱 大耀/松岡 大智/末木 裕也/姫野 宥弥/松澤 彰/柳下 大樹/音泉 翔眞

/田中 勘太/椎名 伸志/林堂 眞/佐々木 一輝/馬渡 隼暉/吉平 翼/マテウス レイリア ドス サント

ス/齋藤 和希/戸高 弘貴/鈴木 翔登/田中 佑昌/鹿山 拓真/中山 陸

藤枝ＭＹＦＣ レプリカ L
杉本 拓也/川島 將/岩間 雄大/大石 治寿/押谷 祐樹/枝村 匠馬/稲積 大介/久富 良輔/那須川 将

大/金 正也/清本 拓己

アスルクラロ沼津 オーセンティック L
藤嵜 智貴/安在 達弥/大迫 暁/渡邉 りょう/染矢 一樹/大友 竜輔/徳永 晃太郎/菅井 拓也/佐藤

尚輝/徳武 正之/高橋 潤哉

ＦＣ岐阜 オーセンティック L
甲斐 健太郎/中島 賢星/川西 翔太/本田 拓也/藤谷 匠/桐畑 和繁/舩津 徹也/大西 遼太郎/三ッ田

啓希/吉濱 遼平/柏木 陽介

ガイナーレ鳥取 オーセンティック M
藤原 拓也/鈴木 順也/新井 泰貴/可児 壮隆/田尻 健/石田 侑資/石川 大地/清永 丈瑠/永島 悠史/

秋山 大地/世瀬 啓人

カマタマーレ讃岐 レプリカ L
高橋 拓也/松本 直也/西本 雅崇/渡辺 悠雅/栗田 マークアジェイ/重松 健太郎/岩本 和希/川﨑

一輝/中村 駿太/竹内 彬/遠藤 元一

ＦＣ今治 レプリカ L
修行 智仁/チョン ハンチョル/駒野 友一/山田 貴文/有間 潤/バルデマール アウグスト ティー/

東家 聡樹/上原 拓郎/楠美 圭史/橋本 英郎/原田 亘

ロアッソ熊本 オーセンティック L
黒木 晃平/小笠原 佳祐/菅田 真啓/河原 創/岩下 航/上村 周平/髙橋 利樹/伊東 俊/浅川 隼人/杉

山 直宏/佐藤 優也

テゲバジャーロ宮崎 オーセンティック L
青山 生/井原 伸太郎/藤岡 浩介/前田 椋介/渡邊 龍/橋本 啓吾/大熊 健太/徳永 裕大/梅田 魁人/

石井 健太/代 健司

鹿児島ユナイテッドＦＣ レプリカ L
ウェズレイ/田辺 圭佑/五領 淳樹/大西 勝俉/萱沼 優聖/野嶽 惇也/酒本 憲幸/八反田 康平/衛藤

幹弥/中原 秀人/米澤 令衣


