
大会主旨：　　大阪府トレセン３年生のレベルアップを図るとともに、京都招待へ出場する1チームを決定する。

実施日時：  　２０１４年　１０月１１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８地区トレセンＵ－１4リーグの結果からシードする。

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

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、通常の5人制のPK戦を行う。

４．　エントリー選手数は２５名以内とし、登録した最大９名の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。 

京都招待：

　　　　　　（１）大阪選抜U-15サッカー大会で優勝したチームが参加する。（例年１２月２５日～２７日開催）

　　　　　　（２）優勝チーム以外から京都招待に大阪府セントラルトレセンとして参加する選手を選考する。

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９月２９日（月）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３日（金）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。

　　　　　　（５）　　必ず傷害保険に加入しておくこと。尚、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２６回　大阪選抜U-15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 豊能 中河内 南河内 ② 泉南 ｖｓ 大阪市 泉北 北河内

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

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負け ｖｓ ⑥負け

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

第２６回　大阪選抜U-15サッカー大会　対戦表・審判割り当て

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

北河内 泉南 大阪市

　ＯＴＣ U13所属のスタッフ
（８：００にL1に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U14所属のスタッフ
（８：００にL1に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U15所属のスタッフ
（８：００にL1に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U15所属のスタッフ
（８：００にL1に集合⇒打ち合わせ）

大阪TC　U-13

１６：３５　表彰式

対   戦 対    戦

南河内 泉北

大阪TC　U-14

　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 豊能 中河内

　J-GREEN堺　S1３

 



開催日：２０１４年　１０月１１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

谷本　和昭

江口　淳哉

能宗　良輔

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 西尾　大二郎 にしお　だいじろう 3

2 DF 中居　陽亮 なかい　ようすけ 3

3 DF 笹原　岳 ささはら　がく 3

4 DF 小川　勇真 おがわ　ゆうま 3

5 DF 大島　拓 おおしま　たく 3

6 MF 前田　宏太 まえだ　こうた 3

7 MF 細田　一希 ほそだ　かずき 3

8 MF 奥井　星 おくい　じょう 3

9 FW 斎藤　蓮 さいとう　れん 3

10 FW 岡本　義海 おかもと　よしうみ 3

11 FW 横井　諒 よこい　りょう 3

12 GK 石原　瑞基 いしはら　みずき 3

13 DF 松田　貴也 まつだ　たかや 3

14 DF 馬場　大暉 ばんば　だいき 3

15 DF 篠原　翔吾 しのはら　しょうご 3

17 MF 中山　大哉 なかやま　だいや 3

18 MF 中務　潤 なかつか　じゅん 3

19 FW 篭谷　康我 かごたに　こうが 3

20 MF 辻本　壮一 つじもと　そういち 3

21 MF 柳沢　拓真 やなぎさわ　たくま 3

22 MF 竹中　汰我 たけなか　たいが 3

23 MF 得津　慶太郎 とくつ　けいたろう 3

24 MF 中島　雄大 なかじま　たけひろ 3

25 FW 井上　裕星 いのうえ　ゆうせい 3

26 FW 児玉　侑之輔 こだま　ゆうのすけ 3

箕面市立第六中学校

Dream　ＦＣ

豊中市立第三中学校

Dream　ＦＣ

島田ＦＣ

豊中市立第十一中学校

豊中市立第三中学校

豊中市立第四中学校

豊中市立第三中学校

豊中市立第九中学校

豊中市立第四中学校

豊中市立第五中学校

豊中市立第三中学校

豊中市立第三中学校

Ｒｅｓｃ

箕面市立第一中学校

豊中市立第二中学校

島田ＦＣ

豊中市立第三中学校

島田ＦＣ

Ｒｅｓｃ

Ｒｅｓｃ

豊中市立第十一中学校

豊中市立第三中学校

コーチ名

選　　手

所属名

Passiole Minoh

コーチ名 豊能トレセン専属

コーチ名

監 督 名 豊中市立第三中学校

コーチ名 豊中市立第三中学校

豊能トレセン
指導者

所属名

責任者名 豊中市立第十中学校



氏名

甲斐　裕介

濵田　淳司

西口 雄輔

天野　豪季

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 西本　空央 にしもと　そらお 中3 9904170125 171 63

2 DF 上原　麻尋 うえはら　まひろ 中3 9907200077 170 58

3 DF 池尻　隼人 いけじり　はやと 中3 9904030099 175 62

4 DF 坂東　隼 ばんどう　じゅん 中3

5 DF 坂本　樹 さかもと　たつき 中3

6 MF 宮崎　空翔 みやざき　つばさ 中3

7 MF 村岸　俊吾 むらぎし　しゅんご 中3

8 MF 乾　昂汰 いぬい　こうた 中3

9 FW 酒井　翼 さかい　つばさ 中3

10 MF 檜垣　和志 ひがき　かずし 中3

11 FW 中村　悠稀 なかむら　ゆうき 中3

12 GK 片田　謙臣 かたた　けんしん 中3

13 MF 弓場　大輝 ゆば　だいき 中3

14 MF 山内 一歩 やまうち いっぽ 中3

15 DF 市村　晴 いちむら　はるき 中3

16 MF 牧　斐人 まき　あやと 中3

17 DF 島野　悠哉 しまの　ゆうや 中3

18 ＭＦ 山本　和志 やまもと　かずし 中3

19 MF 浅野　ムサシ あさの　むさし 中3

20 MF 小谷　悠馬 こたに　ゆうま 中3

2014 三島TC U14

高槻FC

2014 三島TC U14

2014 三島TC U14

LEO SＣ

LEO SＣ

2014 三島TC U14

KONKO FC

2014 三島TC U14

高槻FC

2014 三島TC U14

千里丘FC

2014 三島TC U14

高槻ジーグＦＣ

2014 三島TC U14

千里丘FC

千里丘FC

2014 三島TC U14

千里丘FC

2014 三島TC U14

千里丘FC

2014 三島TC U14

LEO SＣ

2014 三島TC U14

LEO SＣ

2014 三島TC U14

千里丘FC

2014 三島TC U14

千里丘FC

2014 三島TC U14

千里丘FC

2014 府ＴＣ U14

KONKO FC

2014 三島TC U14

高槻FC

2014 三島TC U14

千里丘FC

コーチ名

選　　手

所属名

LEO SＣ

コーチ名 高槻市立第六中学校

コーチ名

監 督 名 吹田市立第三中学校

コーチ名 茨木市立養精中学校

三島トレセン
指導者

所属名

責任者名 高槻ジーグフットボールクラブ



氏名

西田　育広

武田　　歩

阪口　通久

坂口　栄毅

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

2 ＤＦ 小薮　正宗 こやぶ　まさむね 中３

3 ＭＦ 尾登　駿 おのぼり　しゅん 中３

4 ＤＦ 密山　祥嗣 みつやま　しょうじ 中３

5 ＤＦ 山本　楽人 やまもと　がくと 中３

6 ＤＦ 高垣　海来 たかがき　みらい 中３

7 ＤＦ 宮本　旺拓 みやもと　あきひろ 中３

8 ＭＦ 小嶋　律毅 こじま　りつき 中３

9 ＦＷ 福羅　光希 ふくら　こうき 中３

10 ＭＦ 山内　彰 やまうち　あきら 中３

11 MF 岡田　寛也 おかだ　かんや 中３

14 ＦＷ 米田  稜 よねだ　りょう 中３

15 ＭＦ 岡田　拳史朗 おかだ　けんしろう 中３

16 ＭＦ 久松　利旗　 ひさまつ　りき 中３

17 ＦＷ 満尾　健人 みつお　けんと 中３

25 MF 井上　大輔 いのうえ　だいすけ 中３

26 ＦＷ 松本　凌貴 まつもと　りょうき 中３

27 ＦＷ 三角　舞也 みすみ　まなや 中３

31 ＭＦ 和田　圭佑 わだ　けいすけ 中３

32 ＧＫ 辰野　霧風 たつの　きりかぜ 中３

33 ＦＷ 迫田　拓海 さこた　たくみ 中３

34 ＤＦ 天神　裕人 てんじん　ゆうと　 中３

36 ＭＦ 中島　翼 なかじま　つばさ 中３

37 ＤＦ 酒井　咲弥 さかい　さきや 中３

39 ＭＦ 岩田　大和 いわた　やまと 中３

41 ＧＫ 瀧浪　朋生 たきなみ　ともき 中３

大阪市トレセンＵ－１４

大阪市トレセンＵ－１４

大阪住吉

大阪市トレセンＵ－１４

大阪セントラル

大阪府トレセンＵ－１3　大阪市トレセンＵ－１4

大阪市ＳＳ2001

大阪市トレセンＵ－１3

住之江キッズ

大阪市トレセンＵ－１４

FC　リアン

大阪市トレセンＵ－１４

淀中学校

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

大阪セントラル

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

FC　リアン

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

ＦＣ住吉

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

大阪市立茨田北中学校

大阪セントラル

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

FC平野

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

イーリス生野

住之江キッズ

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

ＦＣ住吉

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

イーリス生野

イーリス生野

大阪市トレセンＵ－１3

FC平野

イーリス生野

イーリス生野

大阪セントラル

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

FC　リアン

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

イーリス生野

大阪市トレセンＵ－１3,Ｕ－１４

イーリス生野

コーチ名

選　　手

所属名

大阪市ジュネッス

コーチ名 大阪市立住吉第一中学校

コーチ名

監 督 名 大阪市立墨江丘中学校

コーチ名 大阪市立花乃井中学校

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

田川　太知

荒島　敏

黒田　伸彦

井手　祐紀

江藤　健太

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 浅野　良太 あさの　りょうた 3

2 DF 湯浅　皓平 ゆあさ　こうへい 3

3 DF 岡　真央 おか　まさお 3

4 DF 浮田　裕貴 うきた　ゆうき 3

5 DF 石島　和真 いしじま　かずま 3

6 MF 福森　大樹 ふくもり　だいき 3

7 MF 藤原　拓未 ふじわら　たくみ 3

8 MF 西田　宇希 にしだ　たかき 3

9 FW 大垣　勇樹 おおがき　ゆうき 3

10 MF 大杉　朝也 おおすぎ　ともなり 3

11 FW 下柿元　二郎 しもかきもと　じろう 3

12 DF 前田　出帆 まえだ　いずほ 3

13 DF 今井　健太 いまい　けんた 3

14 MF 田中　壮汰 たなか　そうた 3

15 DF 野間　琉熙 のま　りゅうき 3

16 GK 皿谷　翼 さらたに　つばさ 3

17 FW 桃井　勇輔 ももい　ゆうき 3

18 MF 船井　大志朗 ふない　たいしろう 3

19 MF 山口　郁矢 やまぐち　ふみや 3

20 MF 藤山　海星 ふじやま　かいせい 3

GK 亀之園　光 かめのその　ひかる 3

DF 永井　涼太 ながい　りょうた 3

MF 角脇　世文 かどわき　せぶん 3

FW 岡田　星太 おかだ　せいた 3

FW 松岡　達哉 まつおか　たつや 3

北河内トレセンU-15

北河内トレセンU-15

グリーンウェーブ

北河内トレセンU-14･U-15

枚方市立招提中

北河内トレセンU-15

枚方市立杉中

北河内トレセンU-15

枚方FC

北河内トレセンU-15

門真沖SC

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

枚方FC

北河内トレセンU-14･U-15

ガンバ門真

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

枚方FC

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

F.C.Lazo

北河内トレセンU-15

F.C.Lazo

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

守口FC

北河内トレセンU-13･U-15

FC　TIAMO

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

F.C.Lazo

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

FC　TIAMO

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

F.C.Lazo

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

F.C.Lazo

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

枚方FC

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

守口FC

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

枚方FC

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

FC　TIAMO

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

枚方FC

北河内トレセンU-15

門真沖SC

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

枚方FC

北河内トレセンU-13・U-14・U-15

ガンバ門真

コーチ名 グリーンウェーブ

選　　手

所属名

F.C.Lazo

コーチ名 枚方市立招提中

コーチ名 枚方市立山田中

監 督 名 F.C.Lazo

コーチ名 守口FC

北河内トレセン
指導者

所属名

責任者名 F.C.Lazo



氏名

馬場　俊明

有江　佑介

藤井　直

佐々木　敦忠

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

3 ＤＦ 池田大晃 いけだ　ひろあき 中３

5 DF 橋本　博 はしもと　ひろむ 中３

6 FW 上村　勇介 うえむら　ゆうすけ 中３

7 MF 大艸　魁 おおくさ　かい 中３

8 MF 河村　慶人 かわむら　けいと 中３

9 FW 石田　陸渡 いしだ　りくと 中３

10 MF 加藤　彰 かとう　あき 中３

12 DF 狩野　央樹 かりの　ひろき 中３

14 DF 山本　光翼 やまもと　つばさ 中３

15 DF 石本　晴 いしもと　はる 中３

17 GK 溜池　誉 ためいけ　ほまれ 中３

18 MF 本多海都 ほんだかいと 中３

19 FW 谷内　莞爾 たにうち　かんじ 中３

22 MF 福田　清春 ふくだ　きよはる 中３

23 FW 鶴内　翔之助 つるうち　しょうのすけ 中３

24 Mf 森下　啓太郎 もりした　けいたろう 中３

25 DF 片倉　輝也 かたくら　てるや 中３

29 MF 山本　寛太 やまもと　かんた 中３

30 DF 西岡　翼 にしおか　つばさ 中３

41 GK 山本　海 やまもと　かい 中３

中河内トレセン

岩田FC

FCマレッサ

岩田FC

セレゾンフットボールクラブ

岩田FC

セレゾンフットボールクラブ

大阪府トレセン

柏田SC

柏田SC

FCマレッサ

中河内トレセン

近畿大学附属中学校

岩田FC

岩田FC

柏田SC

岩田FC

FCB2

柏田SC

中河内トレセン

柏田SC

柏田SC

東大阪市立盾津中学校

コーチ名

選　　手

所属名

セレゾンフットボールクラブ

コーチ名 近畿大学附属中学校

コーチ名

監 督 名 八尾市立南高安中学校

コーチ名 八尾市立東中学校

中河内トレセン
指導者

所属名

責任者名 ＦＣＢ２



氏名

川本　吉則

重田　兼人

千田　成利

中島　宏昭

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 福田　大悟 ふくだ　だいご 中３

2 DF 金谷　進之介 かなや　しんのすけ 中３

3 DF 伊吹　卓祏 いぶき　たかすけ 中３

4 MF 吉村　拓真 よしむら　たくま 中３

5 DF 近藤　稜真 こんどう　りょうま 中３

6 DF 土橋　拓海 つちはし　たくみ 中３

7 FW 永島　至雲 ながしま　しうん 中３

8 DF 鍋坂　陸平 なべさか　りくへい 中３

9 FW 黒川　修平 くろかわ　しゅうへい 中３

2013府トレU14

10 FW 瀧川　海斗 たきがわ　かいと 中３

11 FW 西村　恭史 にしむら　やすふみ 中３

12 GK 住吉　星哉 すみよし　せいや 中３

13 DF 田口　祥大 たぐち　しょうた 中３

14 MF 景山　豪 かげやま　ごう 中３

2013府トレU14

15 MF 山田　敏貴 やまだ　としき 中３

16 MF 山下　凌平 やました　りょうへい 中３

17 DF 藤井　陽大 ふじい　はるひろ 中３

18 MF 宮脇　和輝 みやわき　かずき 中３

19 MF 久保　諒 くぼ　まこと 中３

20 MF 辻本　悠斗 つじもと　ゆうと 中３

2013府トレU14

22 MF 小倉　明斗 おぐら　あきと 中３

24 FW 川裏　柚貴 かわうら　ゆずき 中３

29 MF 常岡　岳 つねおか　たける 中３

30 DF 今西　大夢 いまにし　ひろむ 中３

31 DF 岩瀬　彩偉 いわせ　さい 中３

川上FC

長野FC

FCSword

川上FC

長野FC

長野FC

長野FC

長野FC

川上FC

長野FC

長野FC

川上FC

長野FC

長野FC

川上FC

川上FC

川上FC

川上FC

川上FC

長野FC

川上FC

長野FC

川上FC

長野FC

コーチ名

選　　手

所属名

富田林市立藤陽中学校

コーチ名

コーチ名

監 督 名 川上FC

コーチ名 松原市立松原第二中学校

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



氏名

前川浩也

前川浩也

廣里信二

出口昌典

福井淳平

福澤光浩

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 松本拓摩 まつもとたくま 中3

2 DF 岩本來也 いわもとらいや 中3

3 DF 津川京介 つがわきょうすけ 中3

4 DF 坂本　透 さかもととおる 中3

5 DF 保田稔之介 やすだじんのすけ 中3

6 MF 留河朋央 とめかわともあき 中3

7 MF 左部　仁 さぶじん 中3

8 MF 岡本治樹 おかもとはるき 中3

9 FW 立石海士 たていしかいと 中3

10 MF 西村　宙 にしむらそら 中3

11 FW 小林倫太郎 こばやしりんたろう 中3

12 GK 薮田雄大 やぶたゆうだい 中3

13 DF 樋口光希 ひぐちこうき 中3

14 DF 横田　輝 よこたひかる 中3

15 MF 桑口優介 くわぐちゆうすけ 中3

16 MF 茶谷　椋 ちゃたにりょう 中3

17 MF 西内悠真 にしぐちゆうま 中3

18 FW 田中幹太 たなかみきた 中3

19 MF 星野　光亮 ほしのこうすけ 中3

20 MF 左近　颯 さこんはやて 中3 ゼッセル熊取

SW泉州FC

久米田FC

ゼッセル熊取

久米田FC

久米田FC

ゼッセル熊取

ゼッセル熊取

SW泉州FC

ディアマンテ大阪

久米田FC

SW泉州FC

久米田FC

ゼッセル熊取

久米田FC

SW泉州FC

久米田FC

久米田FC

FCマトリックス

コーチ名

選　　手

所属名

ディアマンテ大阪

コーチ名

コーチ名 岸和田市立山直中学校

監 督 名 久米田FC

コーチ名

泉南トレセン
指導者

所属名

責任者名 久米田FC



氏名

河原畑　康高

白垣　友康

岸田　健太郎　

玉浦　寛敏

小田　和彦

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 渕野　竜 ふちの　りゅう 中３

2 ＤＦ 馬詰　翔伍 うまづめ　しょうご 中３

3 ＤＦ 宮本　泰晟 みやもと　たいせい 中３

4 ＤＦ 山本　直樹 やまもと　なおき 中３

5 ＤＦ 三島　雄大 みしま　ゆうだい 中３

6 ＭＦ 甲斐　創太 かい　そうた 中３

7 ＭＦ 東山　周平 ひがしやま　しゅうへい 中３

8 ＭＦ 黒岩　翼 くろいわ　つばさ 中３

9 ＦＷ 桑村　昌 くわむら　まさる 中３

10 ＦＷ 北川　稜一郎 きたがわ　りょういちろう 中３

11 ＦＷ 笹岡　款太 ささおか　かんた 中３

12 ＧＫ 飯塚　輝 いいづか　ひかる 中３

13 ＤＦ 有田　直矢 ありた　なおや 中３

14 ＤＦ 榎本　健也 えのもと　けんや 中３

15 ＤＦ 坂口　龍斗 さかぐち　りゅうと 中３

16 ＤＦ 服部　翔 はっとり　しょう 中３

17 ＭＦ 鶴田　雄樹 つるた　ゆうき 中３

18 ＭＦ 唄　勝大 ばい　しょうた 中３

19 ＭＦ 向井　秀斗 むかい　しゅうと 中３

20 ＦＷ 塚本　群 つかもと　ぐん 中３

22 ＦＷ 橋本　渓音 はしもと　けいん 中３

23 DF 福西　美湧士 ふくにし　みゅうじ 中３

21 ＧＫ 井口　峻 いぐち　しゅん 中３

30 ＧＫ 宮嶋　公輔 みやじま　こうすけ 中３

高石中央

泉ヶ丘東中学校

和泉ＦＣ

賢明学院中学校

清風南海中学校

和泉中学校

F.F.C.Selecao

RIP ACE SC

Erba FC

賢明学院中学校

賢明学院中学校

RIP ACE SC

FCソシオ和泉

和泉ＦＣ

高石中央

ガンバ大阪堺

賢明学院中学校

Erba FC

ガンバ大阪堺

ガンバ大阪堺

ガンバ大阪堺

RIP ACE SC

A.C.SAKAI

コーチ名

選　　手

所属名

RIP ACE SC

コーチ名 堺市立泉ヶ丘東中学校

コーチ名 堺市立赤坂台中学校

監 督 名 賢明学院中学校

コーチ名 F.F.C.Slecao

泉北トレセンＵ－１５
指導者

所属名

責任者名 堺市立泉ヶ丘東中学校


