
※クラブによって人数が変更になる場合があります

※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

Ｊ１ 北海道コンサドーレ札幌 レプリカ(1st) L
田中 駿汰/高嶺 朋樹/青木 亮太/駒井 善成/ガブリエル シャビエル/小柏 剛/

ドウグラス オリヴェイラ/小野 伸二/中島 大嘉/西野 奨太/スパチョーク サラチャート

鹿島アントラーズ レプリカ(1st) L
クォン スンテ/安西 幸輝/関川 郁万/三竿 健斗/土居 聖真/和泉 竜司/

樋口 雄太/アルトゥール カイキ/広瀬 陸斗/舩橋 佑/鈴木 優磨

浦和レッズ レプリカ(1st) XL
西川 周作/伊藤 敦樹/岩波 拓也/小泉 佳穂/ダヴィド モーベルグ/松尾 佑介/

関根 貴大/アレックス シャルク/アレクサンダー ショルツ/江坂 任/大畑 歩夢

柏レイソル レプリカ(1st) L
三丸 拡/古賀 太陽/椎橋 慧也/中村 慶太/マテウス サヴィオ/ドッジ/

大南 拓磨/森 海渡/上島 拓巳/松本 健太/ドウグラス

ＦＣ東京 レプリカ(1st) M
長友 佑都/三田 啓貴/ディエゴ オリヴェイラ/東 慶悟/アダイウトン/

紺野 和也/山下 敬大/渡邊 凌磨/木本 恭生/安部 柊斗/松木 玖生

川崎フロンターレ オーセンティック(1st) L
チョン ソンリョン/谷口 彰悟/ジョアン シミッチ/車屋 紳太郎/橘田 健人/

レアンドロ ダミアン/大島 僚太/小林 悠/山根 視来/脇坂 泰斗/知念 慶

横浜Ｆ・マリノス オーセンティック(1st) L
畠中 槙之輔/喜田 拓也/マルコス ジュニオール/アンデルソン ロペス/

藤田 譲瑠チマ/宮市 亮/水沼 宏太/岩田 智輝/小池 龍太/松原 健/西村 拓真

湘南ベルマーレ オーセンティック(1st) L
谷 晃生/杉岡 大暉/石原 広教/舘 幸希/田中 聡/瀬川 祐輔/

茨田 陽生/町野 修斗/大岩 一貴/池田 昌生/高橋 諒

清水エスパルス オーセンティック(1st) L
立田 悠悟/片山 瑛一/チアゴ サンタナ/宮本 航汰/後藤 優介/

西澤 健太/神谷 優太/白崎 凌兵/権田 修一/山原 怜音/鈴木 義宜

ジュビロ磐田 オーセンティック(1st) M
山本 義道/大井 健太郎/小川 大貴/伊藤 槙人/上原 力也/松本 昌也/

ジャーメイン 良/森岡 陸/ファビアン ゴンザレス/ドゥドゥ/リカルド グラッサ

名古屋グランパス レプリカ(1st) L
ランゲラック/丸山 祐市/中谷 進之介/柿谷 曜一朗/マテウス カストロ/

相馬 勇紀/藤井 陽也/仙頭 啓矢/稲垣 祥/森下 龍矢/吉田 豊

京都サンガF.C. オーセンティック(1st) L
麻田 将吾/本多 勇喜/ピーター ウタカ/福岡 慎平/武田 将平/松田 天馬/

上福元 直人/川﨑 颯太/山田 楓喜/井上 黎生人/大前 元紀

ガンバ大阪 レプリカ(1st) M-L
昌子 源/藤春 廣輝/三浦 弦太/小野瀬 康介/福田 湧矢/パトリック/

加藤 大智/ダワン/石川 慧/山本 悠樹/鈴木武蔵

セレッソ大阪 レプリカ(1st) L

ダン バン ラム/松田 陸/進藤 亮佑/原川 力/喜田 陽/山中 亮輔/上門 知樹/アダム タガート/清武 弘嗣/ブルーノ メンデス/

丸橋 祐介/毎熊 晟矢/鈴木 徳真/為田 大貴/キム ジンヒョン/マテイ ヨニッチ/山下 達也/鳥海 晃司/奥埜 博亮/

ジェアン パトリッキ/岡澤 昂星/舩木 翔/清水 圭介/西尾 隆矢/山田 寛人/北野 颯太/真木 晃平/中原 輝/チャウワット

ヴィッセル神戸 レプリカ(1st) L
小林 友希/大迫 勇也/武藤 嘉紀/槙野 智章/菊池 流帆/飯倉 大樹/初瀬 亮/

藤本 憲明/佐々木 大樹/酒井 高徳/飯野 七聖/ステファン ムゴジャ

サンフレッチェ広島 レプリカ(1st) L
青山 敏弘/ドウグラス ヴィエイラ/浅野 雄也/佐々木 翔/住吉 ジェラニレショーン/

鮎川 峻/茶島 雄介/川村 拓夢/棚田 遼/長沼 洋一/仙波 大志

アビスパ福岡 オーセンティック(1st) L
奈良 竜樹/前 寛之/金森 健志/フアンマ デルガド/山岸 祐也/志知 孝明/

ジョルディ クルークス/ルキアン/田邉 草民/村上 昌謙/中村 駿

サガン鳥栖 レプリカ(1st) L
飯野 七聖/ジエゴ/福田 晃斗/小野 裕二/宮代 大聖/ファン ソッコ/

岩崎 悠人/田代 雅也/小泉 慶/朴 一圭/堀米 勇輝
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クラブ名 ユニフォーム種類 サイズ サイン選手名

Ｊ２ いわてグルージャ盛岡 レプリカ(1st) L
蓮川 壮大/石井 圭太/甲斐 健太郎/モレラト/宮市 剛/松山 健太/増田 隼司/

弓削 翼/小野田 将人/南 拓都/中野 雅臣

ベガルタ仙台 オーセンティック(1st) O
小畑 裕馬/若狭 大志/レアンドロ デサバト/平岡 康裕/フェリペ カルドーゾ/

吉野 恭平/皆川 佑介/キム テヒョン/フォギーニョ/内田 裕斗/遠藤 康

ブラウブリッツ秋田 レプリカ(1st) XO
池田 樹雷人/千田 海人/輪笠 祐士/茂 平/中村 亮太/江口 直生/

武 颯/田中 雄大/稲葉 修土/藤山 智史/高瀬 優孝

モンテディオ山形 オーセンティック(1st) L
後藤 雅明/山﨑 浩介/半田 陸/野田 裕喜/デラトーレ/藤田 息吹/

加藤 大樹/チアゴ アウベス/國分 伸太郎/川井 歩/ディサロ燦シルヴァーノ

水戸ホーリーホック オーセンティック(1st) XL
大崎 航詩/曽根田 穣/森 勇人/安藤 瑞季/高井 和馬/楠本 卓海/

椿 直起/前田 椋介/新里 涼/山口 瑠伊/鈴木 喜丈

栃木ＳＣ レプリカ(1st) L
川田 修平/黒﨑 隼人/谷内田 哲平/大谷 尚輝/カルロス グティエレス/

大森 渚生/神戸 康輔/矢野 貴章/福森 健太/根本 凌/高萩 洋次郎

ザスパクサツ群馬 レプリカ(1st) XL
城和 隼颯/畑尾 大翔/加藤 潤也/岩上 祐三/田中 稔也/風間 宏希/

山中 惇希/櫛引 政敏/小島 雅也/山根 永遠/髙木 彰人

大宮アルディージャ レプリカ(1st) XL
大橋 尚志/三門 雄大/奥抜 侃志/武田 英寿/大山 啓輔/髙田 颯也/

矢島 慎也/西村 慧祐/小野 雅史/貫 真郷/柴山 昌也

ジェフユナイテッド千葉 オーセンティック(1st) L
新井 章太/田口 泰士/新井 一耀/風間 宏矢/見木 友哉/チャン ミンギュ/

福満 隆貴/熊谷 アンドリュー/秋山 陽介/チアゴ デ レオンソ/ブワニカ 啓太

東京ヴェルディ オーセンティック(1st) M
マテウス/深澤 大輝/ンドカ ボニフェイス/梶川 諒太/森田 晃樹/新井 瑞希/

加藤 弘堅/バスケス バイロン/谷口 栄斗/奈良輪 雄太/佐藤 凌我

ＦＣ町田ゼルビア オーセンティック(1st) L
奥山 政幸/深津 康太/髙江 麗央/平戸 太貴/菅沼 駿哉/高橋 祥平/

長谷川 アーリアジャスール/翁長 聖/太田 修介/中島 裕希/福井 光輝

横浜ＦＣ レプリカ(1st) L
ガブリエウ/齋藤 功佑/サウロ ミネイロ/長谷川 竜也/小川 航基/イサカ ゼイン/

岩武 克弥/中村 俊輔/手塚 康平/山下 諒也/スベンド ブローダーセン

ヴァンフォーレ甲府 レプリカ(1st) M
河田 晃兵/須貝 英大/浦上 仁騎/荒木 翔/ウィリアン リラ/鳥海 芳樹/

宮崎 純真/関口 正大/山田 陸/小林 岩魚/長谷川 元希

アルビレックス新潟 オーセンティック(1st) L
小島 亨介/舞行龍ジェームズ/谷口 海斗/高 宇洋/伊藤 涼太郎/星 雄次/

松田 詠太郎/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(1st) M
白井 裕人/長峰 祐斗/松田 陸/藤村 慶太/嶋田 慎太郎/大石 竜平/

小野原 和哉/豊田 陽平/林 誠道/廣井 友信/庄司 朋乃也

ファジアーノ岡山 オーセンティック(1st) L
柳 育崇/田中 雄大/ミッチェル デューク/河野 諒祐/佐野 航大/

ヨルディ バイス/成瀬 竣平/本山 遥/河井 陽介/堀田 大暉/徳元 悠平

レノファ山口ＦＣ レプリカ(1st) L
眞鍋 旭輝/佐藤 健太郎/渡部 博文/佐藤 謙介/池上 丈二/島屋 八徳/

大槻 周平/高木 大輔/関 憲太郎/神垣 陸/兒玉 澪王斗

徳島ヴォルティス レプリカ(1st) L
ホセ アウレリオ スアレス/内田 航平/白井 永地/渡井 理己/杉森 考起/

新井 直人/カカ/一美 和成/玄 理吾/エウシーニョ/浜下 瑛

Ｖ・ファーレン長崎 レプリカ(1st) M-L
植中 朝日/カイオ セザール/エジガル ジュニオ/加藤 大/加藤 聖/

秋野 央樹/澤田 崇/大竹 洋平/米田 隼也/江川 湧清/都倉 賢

ロアッソ熊本 オーセンティック(1st) XL
黒木 晃平/菅田 真啓/河原 創/田辺 圭佑/髙橋 利樹/伊東 俊/

竹本 雄飛/三島 頌平/坂本 亘基/杉山 直宏/佐藤 優也

大分トリニータ レプリカ(1st) M
高木 駿/三竿 雄斗/野村 直輝/渡邉 新太/井上 健太/藤本 一輝/

上夷 克典/サムエル/ペレイラ/弓場 将輝/羽田 健人

ＦＣ琉球 レプリカ(1st) L
池田 廉/李 栄直/中野 克哉/清武 功暉/沼田 圭悟/上原 牧人/

ヴィニシウス ドスサントス/武沢 一翔/田口 潤人/中川 創/ケルヴィン



クラブ名 ユニフォーム種類 サイズ サイン選手名

Ｊ３ ヴァンラーレ八戸 オーセンティック(1st) O
服部 一輝/佐藤 和樹/島田 拓海/板倉 洸/宮尾 孝一/萱沼 優聖/

山田 尚幸/丹羽 一陽/江幡 俊介/國分 将/藤井 航大

福島ユナイテッドＦＣ オーセンティック(1st) L
河西 真/堂鼻 起暉/高橋 潤哉/森 晃太/雪江 悠人/田中 康介/

延 祐太/山本 海人/新井 光/樋口 寛規/清田 奈央弥/大森 博

いわきＦＣ レプリカ(1st) S
嵯峨 理久/星 キョーワァン/宮本 英治/杉山 伶央/日高 大/鈴木 翔大/

有馬 幸太郎/家泉 怜依/岩渕 弘人/山下 優人/田中 勘太/鹿野 修平/古川 大悟

Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 レプリカ(1st) L
花房 稔/宗近 慧/土館 賢人/宮内 寛斗/藤原 拓也/吉田 明生/

柳 雄太郎/林 友哉/古宿 理久/脇坂 崚平/石井 僚

SC相模原 レプリカ(1st) L
面矢 行斗/船山 貴之/石田 崚真/安藤 翼/福島 竜弥/白井 達也/

松橋 優安/藤原 優大/藤沼 拓夢/中原 彰吾/圍 謙太朗

松本山雅ＦＣ オーセンティック(1st) L
安東 輝/前 貴之/田中 パウロ淳一/下川 陽太/菊井 悠介/

村山 智彦/小松 蓮/ビクトル/住田 将/宮部 大己/常田 克人

ＡＣ長野パルセイロ オーセンティック(1st) L
大内 一生/喜岡 佳太/秋山 拓也/池ヶ谷 颯斗/水谷 拓磨/宮本 拓弥/

東 浩史/宮阪 政樹/森川 裕基/佐藤 祐太/住永 翔

カターレ富山 オーセンティック(1st) L
山田 元気/鎌田 翔雅/今瀬 淳也/碓井 鉄平/安藤 由翔/姫野 宥弥/川西 翔太/

林堂 眞/神山 京右/吉平 翼/アルトゥール シルバ

藤枝ＭＹＦＣ レプリカ(1st) L
川島 將/秋山 貴嗣/小笠原 佳祐/鈴木 惇/土井 智之/杉田 真彦/

水野 泰輔/久保 藤次郎/横山 暁之/榎本 啓吾/内山 圭

アスルクラロ沼津 オーセンティック(1st) L
藤嵜 智貴/安在 達弥/大迫 暁/瓜生 昂勢/鈴木 拳士郎/渡邉 りょう/

附木 雄也/ブラウン ノア 賢信/鬼島 和希/濱 託巳/武者 大夢

ＦＣ岐阜 レプリカ(1st) L
村田 透馬/山内 寛史/庄司 悦大/田中 順也/藤谷 匠/服部 康平/

桐畑 和繁/宇賀神 友弥/藤岡 浩介/柏木 陽介/菊池 大介

ガイナーレ鳥取 オーセンティック(1st) O
新井 泰貴/田村 亮介/世瀬 啓人/魚里 直哉/石井 光輝/石川 大地/

長井 響/丸山 壮大/小田垣 旋/糸原 紘史郎/澤上 竜二

カマタマーレ讃岐 レプリカ(1st) L
内田 瑞己/松本 孝平/後藤 卓磨/下川 太陽/臼井 貫太/今村 勇介/

福井 悠人/鯰田 太陽/中村 駿太/田尾 佳祐/伊従 啓太郎

愛媛ＦＣ オーセンティック(1st) L
徳重 健太/鈴木 大誠/横谷 繁/小原 基樹/田中 裕人/進 昂平/

松田 力/佐藤 諒/森下 怜哉/内田 健太/森脇 良太

ＦＣ今治 レプリカ(1st) L
修行 智仁/安藤 智哉/山田 貴文/島村 拓弥/近藤 高虎/中川 風希/

上原 拓郎/下口 稚葉/楠美 圭史/インディオ/野口 航/照山 颯人

ギラヴァンツ北九州 オーセンティック(1st) L
吉丸 絢梓/河野 貴志/西村 恭史/髙澤 優也/上形 洋介/針谷 岳晃/

中山 雄希/永田 拓也/藤原 広太朗/池髙 暢希/藤谷 壮

テゲバジャーロ宮崎 オーセンティック(1st) M
青山 生/代 健司/大熊 健太/千布 一輝/工藤 壮人/徳永 裕大/

奥田 雄大/下澤 悠太/薗田 卓馬/髙橋 一輝/植田 峻佑

鹿児島ユナイテッドＦＣ レプリカ(1st) L
広瀬 健太/薩川 淳貴/牛之濵 拓/有田 光希/ロメロ フランク/

星 広太/岡本 將成/木村 祐志/白坂 楓馬/中原 秀人/米澤 令衣


