
大会主旨：　　大阪府8地区トレセン2年生のレベルアップを図る。

実施日時：  　２０１４年　10月25日（土）　雨天決行

実施会場：   　 　 　　　　　J-GREEN堺　S12　S13

主　  　催：　　（一般社団法人）大阪府サッカー協会　技術委員会

大会方法：　  

１．  試合時間は、30-5-30 合計60分とする。     

２．　組み合わせは、昨年度の大阪選抜U-13サッカー大会の結果をシードする。

３．　順位決定の方法

　　　ノックアウト方式で実施する。

　　　60分で決着がつかない場合は、1人目からサドンデスPK戦を行う。

４．　エントリー選手数は２５名以内とし、登録した交代要員の中から自由な交代が

   　　認められ、一度退いた競技者も再び出場できる。

５．　競技規則は、最新の（公益財団法人）日本サッカー協会のルールによる。 

６．　順位決定の方法

１位に準決勝で負けたチームを３位とする。２位に準決勝で負けたチームを４位とする。

５位に⑤・⑥で負けたチームを７位とする。６位に⑤・⑥で負けたチームを８位とする。

その他: 

　　　　　　（１）　審判をしていただく方は、経験豊富な有資格者で、審判服・バッジ・カード等の準備もお願いします。

　　　　　　（２）　　メンバー表は１０月１４日（火）までに下記のアドレスへ送信してください。

　　　　　　　　　　　　高橋　宏冶　　　　

　　　　　　　　　　　各地区から回収後、１０月２１日（火）に全メンバー表を配信します。　　　　　　　　

　　　　　　（３）　　メンバー表に記載した選手の番号は固定し、当日の変更はしない。

　　　　　　（４）　　地区カラーのユニフォームを用意しておく。

（豊能グレー・三島グリーン・大阪市ワインレッド・北河内スカイブルー・中河内オレンジ・南河内レッド・泉北ホワイト・泉南ブルー・GKイエロー）

　　　　　　（５）　　参加同意書を必ず提出していただくようお願いします。　（各地区の担当者で保管のこと）

　　　　　　（６）　　応急処置は施す（協会よりトレーナーを派遣）が、その後については責任を負わない。

　　　　　　（７）　　乗用車は全て、駐車場に止めてください。トラブルについては一切の責任を負いません。

　　　　　　　　　　　各地区で印刷、製本してご持参ください。

第1回　大阪選抜U-14サッカー大会　開催要項

　　　　　　（８）　　各地区参加費　5000円　当日本部までお願い致します　

 



会　 　場 会　 　場

本部運営 本部運営

選考
（本部）

選考
（本部）

開始時間 試合NO 主審 副審 試合NO 主審 副審

9:10～10:15 ① 三島 ｖｓ 泉南 中河内 大阪市 ② 豊能 ｖｓ 南河内 北河内 泉北

10:25～11:30 ③ 大阪市 ｖｓ 中河内 三島 泉南 ④ 北河内 ｖｓ 泉北 南河内 豊能

11:40～12:45 ⑤ ①負け ｖｓ ③負け ①勝ち ③勝ち ⑥ ②負け ｖｓ ④負け ②勝ち ④勝ち

12:55～14:00 ⑦ ①勝ち ｖｓ ③勝ち ①負け ③負け ⑧ ②勝ち ｖｓ ④勝ち ②負け ④負け

14:10～15:15 ⑨ ⑤勝ち ｖｓ ⑥勝ち

15:25～16:30 ⑩ ⑦勝ち ｖｓ ⑧勝ち

⑩

⑦ ⑧

① ③ ④ ②

⑤ ⑥

⑨

最終順位
１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位

大阪TC　U-15

　J-GREEN堺　S１２

W-UP会場
ご使用の希望のある地区TCは高橋までご連絡を下さい

三島 泉南 大阪市

　J-GREEN堺　S１３

大阪TC　U-１３

１６：３５　表彰式

対   戦 対    戦

中河内 北河内

５位決定戦

第１回　大阪選抜U-14サッカー大会　対戦表・審判割り当て

　　　（１位：三島、２位：南河内、３位北河内、４位：中河内、５位：大阪市、６位：泉北、７位：豊能、８位：泉南）

泉北 豊能 南河内

　ＯＴＣ U１３所属のスタッフ
（８：１５にS6に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U１５所属のスタッフ
（８：１５にS6に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U１４所属のスタッフ
（８：１５にS6に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U１４所属のスタッフ
（８：１５にS6に集合⇒打ち合わせ）

 



（一社）大阪府サッカー協会様

１． 所属チーム名

所在地　　〒

電話番号

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　印

２． 参加者氏名

生年月日 年 月 日

住所　　　〒

電話番号 ー ー

緊急時連絡先名

緊急時連絡先電話番号 ー ー

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

３． 指導者、保護者及び選手からの要望連絡があれば記入してください。

２０１４年　　月　　　日

参　加　同　意　書

２０１４年度大阪選抜Ｕ－１４サッカー大会に地区代表として参加することに同意します。

 



　　　　・参加者（選手）氏名

　　　　・現所属チーム名

②（一社）大阪府サッカー協会のホームページへの掲載

　　　　・参加者（選手）氏名

　　　　・現所属チーム名及び学年

　　　　・トレセン活動で撮影された写真

　　　　選手氏名

選手個人情報掲載の同意について

年　　月　　日

（一社）大阪府サッカー協会

技術委員長　星原　隆昭　様

「２０１４年度大阪選抜Ｕ－１４サッカー大会」への参加にあたり、参加同意書にて提出し
た個人情報のうち、下記の個人情報を以下の目的において使用することに同意します。

１）提供個人情報

                      ・その他同意書に記載を必要としている事項

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印）

①（一社）大阪府サッカー協会技術委員会が主催・主管するトレセン活動に関するメン
バー表の作成及び選手の把握

２）個人情報の使用目的、及び使用する個人情報

①所属チームデータ：  ・現所属チーム

②保護者記入データ：  ・参加者（選手）氏名

            ・選手登録番号／選手生年月日／身長・体重

 



開催日：２０１４年　１０月２５日（土）

会　場：J-GREEN　堺　S１２　S１３

主　催：（一社）大阪府サッカー協会　技術委員会

 



氏名

繁松　篤志

岡元　忠彦

日高　研

内田　正良

寺田　尚義

有友　勇人

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重
22 GK 小林　聖弥 こばやし　せいや 2

2 DF 五十嵐　麟太郎 いがらし　りんたろう 2

3 DF 森上　鷹 もりがみ　よう 2

4 DF 知野　弘毅 ちの　ひろき 2

5 DF 須崎　圭吾 すざき　けいご 2

6 MF 佐藤　凌 さとう　りょう 2

7 MF 田畑　翔梧 たばた　しょうご 2

8 MF 稲垣　輝一 いながき　きいち 2

9 FW 奥田　竜也 おくだ　たつや 2

10 FW 宮尾　浩之 みやお　ひろゆき 2

11 MF 林　慶晟 はやし　けいせい 2

14 FW 浦山　拓海 うらやま　たくみ 2

15 MF 山﨑　一毅 やまざき　かずき 2

16 MF 島里　将俉 しまさと　しょうご 2

18 DF 副田　涼太 そえだ　りょうた 2

19 MF 富田　光 とみた　ひかる 2

20 GK 柏原　優貴 かしはら　ゆうき 2

21 GK 浅野　夏生 あさの　なつき 2

23 FW 西村　哲成 にしむら　てつなり 2

24 DF 宮本　壮平 みやもと　そうへい 2

25 FW 的場　優樹 まとば　ゆうき 2

26 DF 西村　亮哉 にしむら　りょうや 2

27 DF 渡邊　琢稜 わたなべ　たくろう 2

28 DF 竹田　雄貴 たけだ　かずたか 2

31 FW 高畠　天汰 たかはた　てんた 2

豊能トレセン
指導者

所属名

責任者名 豊中市立第一中学校

監 督 名 FC千里中央

コーチ名 豊中FCU-15

コーチ名 豊中FCU-15

コーチ名 豊中FC

コーチ名 FC千里中央

選　　手

所属名
豊中市立第三中学校

箕面市立第六中学校
2013 豊能トレセンU-13

豊中市立第四中学校
2013 豊能トレセンU-13

DREAM　FC
2013 豊能トレセンU-13

RESC
2013 豊能トレセンU-13

RESC
2013 豊能トレセンU-13

吉川中学校
2013 豊能トレセンU-13

FC千里中央
2013 大阪府トレセンU-13

DREAM　FC
2013 豊能トレセンU-13

FC　HOPE

RESC
2013 豊能トレセンU-13

RESC
2013 豊能トレセンU-13

RESC
2013 豊能トレセンU-13

FC　HOPE

FC　HOPE

豊中市立第十六中学校

FC千里中央
2013 豊能トレセンU-13

豊中市立第十中学校
2013 豊能トレセンU-13

FC　HOPE

豊中市立第四中学校

豊中市立第一中学校

豊中市立第十一中学校

豊中市立第四中学校

豊中市立第十中学校

RESC
2013 豊能トレセンU-13



氏名

甲斐　裕介

下村　翼

馬越　司郎

井上　将

羽田　行伸

小栗 幸祐

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 山口　将也 やまぐち　しょうや 中２

2 DF 濵　瞭太 はま　りょうた 中２

3 DF 武内　魂 たけうち　こころ 中２

4 DF 水口　湧斗 みなくち　ゆうと 中２

5 DF 上田　篤志 うえだ　あつし 中２

6 MF 奥村　幸司 おくむら　こうし 中２

7 FW 東川　風貴 ひがしかわ　ふうき 中２

8 MF 上山　拳史郎 うえやま　けんしろう 中２

9 FW 岸田　悠希 きしだ　ゆうき 中２

10 FW 衣川　和将 きぬがわ　かずまさ 中２

11 FW 藤井　友生 ふじい　ともお 中２

12 GK 鍋島　直登 なべしま　なおと 中２

13 MF 住友　伯符 すみとも　はくふ 中２

14 FW 大宅　誠人 おおたく　まこと 中２

15 MF 中田　雄貴 なかだ　ゆうき 中２

16 MF 中畑　太陽 なかはた　ひなた 中２

17 MF 糸川　遥樹 いとかわ　はるき 中２

18 FW 関　駿太 せき　はやた 中２

19 FW 尾崎　翔大 おざき　しょうた 中２

20 DF 山口　純平 やまぐち　じゅんぺい 中２ 高槻FC

千里丘FC

2013 U13三島トレセン

高槻FC

2013 U13三島トレセン

千里丘FC

2013 U13三島トレセン

KONKO FC

KONKO FC

2013 U13三島トレセン

KONKO FC

高槻FC

摂津パルティーダ

2013 U13三島トレセン

高槻FC

千里丘FC

2013 U13三島トレセン

高槻ジーグ

2013 U13三島トレセン

千里丘FC

2013 U13大阪府トレセン

千里丘FC

2013 U13三島トレセン

高槻ジーグ

千里丘FC

2013 U13三島トレセン

高槻FC

2013 U13三島トレセン

2013 U13三島トレセン

千里丘FC

2013 U13三島トレセン

千里丘FC

2013 U13三島トレセン

コーチ名 吹田市立豊津中学校

選　　手

所属名

高槻ジーグ

コーチ名 高槻市立芝谷中学校

コーチ名 摂津市立第一中学校

監 督 名 レオSC

コーチ名 高槻myd

三島トレセン
指導者

所属名

責任者名 高槻ジーグ



氏名

西田　育広

島田　一真

長澤　厚

柳本　大

石山　賢

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 ＧＫ 吉田　修 よしだしゅう 中２

2 DF 長谷部　赳 はせべたけし 中２

3 DF 上丞　洸矢 うえじょうこうや 中２

4 DF 安倍　峻輝 あべしゅんき 中２

5 DF 沼野　和久 ぬまのかずひさ 中２

6 ＭＦ 中屋敷　竜樹 なかやしきたつき 中２

7 MF 雀部　龍之介 ささべりゅうのすけ 中２

8 ＭＦ 黒田　柊馬 くろだとうま 中２

9 MF 山下　裕規 やましたゆうき 中２

10 ＦＷ 山田　健太 やまだけんた 中２

11 ＦＷ 藤村　翼 ふじむらつばさ 中２

12 ＤＦ 野瀬　俊輔 のせしゅんすけ 中２

13 ＭＦ 清水　怜 しみずれい 中２

14 MF 十河　立希 そごうりつき 中２

15 MF 小幡　星弥 おばたせいや 中２

16 ＧＫ 寺井　健馬 てらいかずま 中２

17 ＭＦ 川口　太一 かわぐちたいち 中２

18 ＦＷ 福井　圭佑 ふくいけいすけ 中２

19 MF 大村　海詩 おおむらうた 中２

20 MF 今村　壮汰 いまむらそうた 中２

23 FW 中村　慎之介 なかむらしんのすけ 中２

24 MF 前田　大輝 まえだだいき 中２

25 FW 島袋　優斗 しまぶくろゆうと 中２

29 ＦＷ 河崎晃伸 かわさきあきのぶ 中２

住之江キッズFC

ニュウFC

イーリス生野

イーリス生野

大阪市ジュネッス

FC.Lien

パスドゥーロ

大阪市立新巽中学校

大阪市SS２００１

FC.Lien

ニュウFC

住之江キッズFC

ＦＣ平野

ＦＣ平野

大阪市ジュネッス

イーリス生野

FC.Lien

大阪セントラル

FC.Lien

大阪市ジュネッス

大阪市ジュネッス

Ｕ－１２和歌山トレセン

SC大阪エルマーノ

大阪市SS２００１

コーチ名

選　　手

所属名

大阪セントラル

コーチ名 大阪市立鶴見橋中学校

コーチ名 ＦＣ.Ｌｉｅｎｓ

監 督 名 大阪市立淀中学校

コーチ名 東淀川ＦＣ

大阪市トレセン
指導者

所属名

責任者名 大阪市立我孫子南中学校



氏名

田川　太知

重松祐

橘大輔

江藤健太

辻本　佳史

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 高井　竣将 たかい　しゅんすけ 中２

2 DH 建元　蒼生 たてもと　そうい 中２

3 SB 康本　仁太 やすもと　じんた 中２

4 SH 馬塲　隆聖 ばば　りゅうせい 中２

5 SB 北風　達也 　きたかぜ　たつや 中２

6 SB 今井　光風 いまい　こうふう 中２

7 DF 西田　亮成 にしだ　りょうせい 中２

8 CB 千年原　匠 ちとせはら　たくみ 中２

9 SH 木村　悠人 きむら　はると 中２

10 DH 佐藤　春希 さとう　はるき 中２

11 CB 三上　和馬 みかみ　かずま 中２

12 DH 前川　龍之介 まえかわ　りゅうのすけ 中２

13 SB 岡村　修哉 おかむら　しゅうや 中２

14 FW 東野　大空 ひがしの　くう 中２

15 DH 仙頭　勇介 せんとう　ゆうすけ 中２

16 GK 藤井　省吾 ふじい　しょうご 中２

17 OH 高井 晴暉 たかい　はるき 中２

18 CB 小林　隼己 こばやし　としき 中２

19 仲本　樹 なかもと　いつき 中２

20 SH 清藤　俊介 きよふじ　しゅんすけ 中２

北河内トレセン
指導者

所属名

責任者名 F.C.Lazo

監 督 名 T・フジタ枚方U-18

コーチ名 枚方市立東香里中学校

コーチ名 グリーンウェーブ

コーチ名 グリーンウェーブ

仰星中学校

ガンバ門真

コーチ名

選　　手

所属名

ガンバ門真

ガンバ門真

枚方FC

枚方FC

枚方FC

門真沖

F.C Lazo

F.C Lazo

ガンバ門真

門真沖

門真沖

仰星中学校

グリーンウェーブ

守口FC

T･フジタ

門真沖

セントラルトレセンU13

ガンバ門真

セントラルトレセンU13

グリーンウェーブ

セントラルトレセンU13



背番号 位置 氏　　名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

１ GK 岡村　龍樹 おかむら　りゅうき 中２

31 GK 吉谷　優希 よしたに　ゆうき 中２

8 ＤＦ 岡　幹太 おかかんた 中２

30 ＤＦ 門口　哲士 もんぐち　さとし 中２

6 ＤＦ 森川　佳輝 もりかわ　よしき 中２

27 ＤＦ 江藤大介 えとうだいすけ 中２

9 DF 藤原　成竜 ふじはら　なるき 中２

33 MF 芳田晃樹 よしだこうき 中２

22 MF 反葉　達聡 たんば　たつあき 中２

2 MF 池端　真矢 いけはたしんや 中２

24 MF 松原大芽 まつばらたいが 中２

15 MF 奥本　敦也 おくもと　あつや 中２

3 FW 泉　柊椰 いずみ　とうや 中２

4 FW 小川　諒悟 おがわ　りょうご 中２

16 FW 水津太一 すいづたいち 中２

19 FW 中留　光祐 なかとめ　こうすけ 中２

18 MF 高山　大輝 たかやま　ひろき 中２

29 DF 毛利　優太 もうり　ゆうた 中２

12 MF 小林　周平 こばやし　しゅうへい 中２

　　中河内トレセン
指導者

氏　　名 所　属　名

責任者名 馬場　俊明 ＦＣＢ２
監 督 名 中村　和志 八尾市立志紀中学校
コーチ名 山田　祐 ＦＣＢ２
コーチ名 高橋　照明 東大阪市立縄手南中学校

コーチ名 神谷　悠一 進修サッカー団
コーチ名 釣本　和志 八尾市立亀井中学校
コーチ名 大橋　喜一 八尾市立曙川南中学校

選　　手
所　属　名

岩田ＦＣ

2013中河内トレセンＵ１３

志紀中

2013中河内トレセンＵ１３・２０１２大阪府トレセンＵ１２

セレゾン

2013中河内トレセンＵ１３

八尾大正ＦＣ

2013中河内トレセンＵ１３

岩田ＦＣ

2013中河内トレセンＵ１３

セレゾン

2013中河内トレセンＵ１３

FCB2

2013中河内トレセンＵ１３

セレゾン

2013中河内トレセンＵ１３

岩田ＦＣ

八尾大正ＦＣ

2013中河内トレセンＵ１３

マレッサ

2013中河内トレセンＵ１３

FCB2

2013中河内トレセンＵ１３

柏田ＦＣ

2013中河内トレセンＵ１３

岩田ＦＣ

2013中河内トレセンＵ１３

セレゾン

2013中河内トレセンＵ１３

柏田ＦＣ

2013中河内トレセンＵ１３

FCB2

2013中河内トレセンＵ１３

FCB2

岩田ＦＣ



氏名

川本　吉則

南郷　誠

上村　武史

西尾 広輔

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 ＧＫ 高橋　学 たかはし　まなぶ 中２

2 ＤＦ 天正　龍之介 てんしょう　りゅうのすけ 中２

3 ＤＦ 早川　雄大 はやかわ　ゆうだい 中２

4 ＤＦ 吉永　悠作 よしなが　ゆうさく 中２

5 ＤＦ 大林　稜 おおばやし　りょう 中２

6 ＭＦ 中井　辰彦 なかい　たつひこ 中２

7 ＭＦ 中村　成龍 なかむら　せいりょう 中２

8 ＭＦ 寺尾　篤人 てらお　あつと 中２

10 ＭＦ 中川　空 なかがわ　そら 中２

11 ＦＷ 酒匂　美宇人 さこう　みうと 中２

12 ＧＫ 林　大輝 はやし　だいき 中２

13 ＦＷ 大平　武人 おおひら　たけと 中２

14 ＭＦ 梶川　絢清 かじかわ　けんしん 中２

15 ＭＦ 柏原　成 かしわら　しげる 中２

16 ＭＦ 弓場　堅真 ゆば　けんしん 中２

17 ＤＦ 濱　凌晟 はま　りょうせい 中２

18 ＭＦ 中谷　玲人 なかたに　れいと 中２

19 ＤＦ 大西　晴也 おおにし　はるや 中２

20 ＤＦ 岡田　一希 おかだ　かずき 中２

21 ＤＦ 下川　健太郎 しもかわ　けんたろう 中２

22 ＤＦ 山領　麗央 やまりょう　れお 中２

24 ＭＦ 谷　孝紀 たに　こうき 中２

26 ＦＷ 江幡  晋吾 えばた　しんご 中２

南河内トレセン
指導者

所属名

責任者名 富田林市立第三中学校

監 督 名 南河内トレセン

コーチ名 富田林市立明治池中学校

コーチ名 富田林市立第三中学校

コーチ名

コーチ名

選　　手

所属名

長野ＦＣ

川上ＦＣ

川上ＦＣ

長野ＦＣ

ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ

府トレＵ－１３

長野ＦＣ

ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ

川上ＦＣ

川上ＦＣ

川上ＦＣ

ＳＨＯＥＩ　羽曳野

ＦＣ　ＶＯＬＥＮＴＥ

長野ＦＣ

川上ＦＣ

川上ＦＣ

府トレＵ－１３

長野ＦＣ

長野ＦＣ

太子町立中学校

川上ＦＣ

川上ＦＣ

長野ＦＣ

川上ＦＣ

常盤ＦＣ



氏名

河原畑　康高

角本　英二

河野　達也

小門　勇登

小田　和彦

玉浦　寛敏

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

全角 ＤＦ 三保　幸太郎 みほ　こうたろう 中２

２ ＤＦ 後藤　舜 ごとう　しゅん 中２

３ DF 林　翔吾 はやし　しょうご 中２

４ DF 荒木　遼太 あらき　りょうた 中２

５ DF 松永　賢太 まつなが　けんた 中２

６ DF 赤野　莉緒 あかの　りお 中２

７ MF 桜木　蒼斗 さくらぎ　あおと 中２

８ MF 長井　元輝 ながい　げんき 中２

９ FW 粟井　貴斗 あわい　たかと 中２

１０ FW 西山　倖太郎 にしやま　こうたろう 中２

１１ FW 川村　洸斗 かわむら　ひろと 中２

１２ GK 池永　広樹 いけなが　ひろき 中２

１３ MF 下田　海斗 しもだ　かいと 中２

１４ MF 桑波田　勇輝 くわばた　ゆうき 中２

１５ MF 皆津　秀太 かいつ　しゅうた 中２

１６ MF 椎　悠輔 しい　ゆうすけ 中２

１７ MF 橋本　志温 はしもと　しおん 中２

１８ MF 北岡　海渡 きたおか　かいと 中２

１９ MF 松川　泰斗 まつかわ　たいと 中２

２０ MF 井口　椋介 いぐち　りょうすけ 中２

２１ GK 川瀬　一馬 かわせ　かずま 中２

２２ FW 前田　拓海 まえだ　たくみ 中２

２３ DF 天野　翔太 あまの　しょうた 中２

２４ MF 登　幹介 のぼり　かんすけ 中２

２５ MF 小糸　海稀 こいと　かいき 中２

泉北トレセン
指導者

所属名

責任者名 堺市立泉ヶ丘東中学校

監 督 名 ガンバ大阪堺

コーチ名 A.C.Sakai

コーチ名 和泉総合高等学校

コーチ名 堺市立赤坂台中学校

コーチ名 堺市立泉ヶ丘東中学校

選　　手

所属名

Erba　FC

誠風中学校

A.C.Sakai

ガンバ大阪堺ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

高石中央FC

Erba　FC

A.C.Sakai

Erba　FC

A.C.Sakai

F.F.C.Selecao

2013府トレU13

RIP ACE SC

ガンバ大阪堺ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

RIP ACE SC

A.C.Sakai

2013府トレU13　

ガンバ大阪堺ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

ガンバ大阪堺ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

ガンバ大阪堺ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

F.F.C.Selecao

金岡北中学

大阪セゾンFC

2013府トレU13

F.F.C.Selecao

FCソシオ和泉

FCソシオ和泉

Erba　FC

2013府トレU13

FCソシオ和泉



背番号 位置 氏　　名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 永田　夢幸 ながた　むさし 中２

2 ＤＦ 大橋　健成 おおはし　けんせい 中２

3 ＤＦ 谷　優作 たに　ゆうさく 中２

4 ＤＦ 橘本　拓巳 きつもと　たくみ 中２

5 ＤＦ 水本　真弘 みずもと　まさひろ 中２

6 ＤＦ 山田　大 やまだ　まさる 中２

7 ＭＦ 山口　航輝 やまぐち　こうき 中２

8 ＭＦ 藤本　大智 ふじもと　だいち 中２

9 ＭＦ 山野　剛義 やまの　たかよし 中２

10 ＭＦ 西野　鉱大 にしの　こうだい 中２

11 ＭＦ 藪　陸人 やぶ　りくと 中２

12 ＧＫ 岡田　誠 おかだ　まこと 中２

13 ＭＦ 東口　渚太朗 ひがしぐちしょうたろう 中２

14 ＭＦ 　橋田　健太郎 はしだ　けんたろう 中２

15 ＦＷ 佐々木　優月 ささき　ゆずき 中２

16 ＤＦ 奥村　悠太 おくむら　ゆうた 中２

17 ＦＷ 浅野　　玲士 あさの　れいじ 中２

18 MF 鍋島　拓海 なべしま　たくみ 中２

19 ＭＦ 秋山　錬 あきやま　れん 中２

25 ＧＫ 山田　卓実 やまだ　たくみ 中２

ディアマンテ大阪

長坂ＦＣ

ｾﾞｯｾﾙ熊取

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ

SW泉州FC

長坂ＦＣ

ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ大阪

ｾﾞｯｾﾙ熊取

ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ大阪

長坂ＦＣ

ＦＣ岸和田

久米田ＦＣ

ｾﾞｯｾﾙ熊取

ｾﾞｯｾﾙ熊取

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ

長坂ＦＣ

ｾﾞｯｾﾙ熊取

ゼッセル熊取

ｾﾞｯｾﾙ熊取

ＳＷ泉州ＦＣ

コーチ名

選　　手
所　属　名

コーチ名 出口　昌典 泉南トレセン
コーチ名

コーチ名 福沢　光浩 泉南トレセン
コーチ名 福井　淳平 岸和田市立山直中学校

責任者名 前川　浩也 久米田FC
監 督 名 廣里　信二 泉南トレセン

第1回　大阪選抜Ｕ‐１４サッカー大会
　　泉南トレセン

指導者
氏　　名 所　属　名


