
開催日：２０１４年　１１月８日（土）

会　場：J-GREEN　堺　S６　S７

主　催：（一社）大阪府サッカー協会　技術委員会

 



大会主旨：　　大阪府８地区トレセン１年生のレベルアップを図る。

　関西招待中学生選抜サッカー大会・ガンバカップに出場する選抜２チームを決定する。

実施日時：  　２０１４年　１１月８日（土）　雨天決行

実施会場：   　 　 　　　　　J-GREEN堺　S６　S７

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、８地区代表者によるオープン抽選とする（5月実施）。

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。

ガンバカップ：

　　　　　　（１）大阪選抜U-13サッカー大会で優勝、準優勝した２チームが参加する。（２０１５年１月１０日～１１日開催）

　　　　　　（２）優勝、準優勝したチーム以外からガンバカップ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１０月２８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、１１月３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36回　大阪選抜U-13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　

兼　関西招待中学生選抜サッカー大会予選（ガンバカップ予選）

 



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 豊能 ｖｓ 泉南 北河内 三島 ② 南河内 ｖｓ 中河内 泉北 大阪市

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

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

15:10～16:15 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３６回　大阪選抜U-13サッカー大会　対戦表・審判割り当て

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

大阪市 中河内 南河内

　ＯＴＣ U14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 U13所属のスタッフ
（８：１５にS6に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U13所属のスタッフ
（８：１５にS6に集合⇒打ち合わせ）

大阪TC　U-14

１６：20　表彰式

対   戦 対    戦

北河内 泉北

大阪TC　U-15

　J-GREEN堺　S６　

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

豊能 泉南 三島

　J-GREEN堺　S７

 



（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－13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

                      ・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

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－１３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

 



氏名

繁松　篤志

松原　泰則

渡辺　洋希

有馬　由貴子

川中　康弘

若井　翔

松本　真

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 大庭　健太郎 おおば　けんたろう 中１

12 GK 勝谷　彰仁 しょうや　あきひと 中１

2 DF 大槻　凱 おおつき がい 中１

3 DF 杉本　健 すぎもと　けん 中１

4 DF 長澤　宏樹 ながさわ　ひろき 中１

7 DF 大畑　健太朗 おおはた　けんたろう 中１

6 DF 八木　翔馬 やぎ しょうま 中１

9 FW 石田　開世 いしだ　かいせい 中１

10 FW 内橋　彪 うちはしたける 中１

27 FW 西尾　竜之介 にしお　りゅうのすけ 中１

14 FW 三谷　遼馬 みたに　りょうま 中１

30 MF 大城　龍生 おおしろ　りゅうせい 中１

17 MF 小田　海斗 おだ　かいと 中１

20 MF 篠藤　滉司 しのとうこうじ 中１

21 MF 豊田　将大 とよだ　まさひろ 中１

23 MF 古川　恵太 ふるかわ　けいた 中１

11 MF 細田　幸祐 ほそだ　こうすけ 中１

28 MF 坪田　浩暉 つぼた　こうき 中１

25 MF 山野　拓史 やまの　たくみ 中１

22 MF 中本　智貴 なかもと　ともき 中１

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 豊中市立第十中学校

コーチ名 英真学園高等学校

コーチ名 寝屋川市立第七中学校

コーチ名 豊中市立第十一中学校

コーチ名 箕面市立第六中学校

コーチ名 池田市立石橋中学校

選　　手

所属名

RESC

豊中市立第三中学校

FC　千里中央

DREAM　FC

豊中市立第九中学校

RESC

FC　千里中央

島田フットボールクラブ

Passiole　Minoh　F.C

DREAM　FC

RESC

DREAM　FC

豊中市立第十四中学校

Passiole　Minoh　F.C

豊中市立第十一中学校

島田フットボールクラブ

RESC

RESC

池田市立渋谷中学校

豊中市立第三中学校



氏名

甲斐　裕介

市川　勇基

梨木　智規

田中　大貴

三輪　修也

下村　翼

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 黒田　晴暉 くろだ　はるき 中１

2 DF 越智　大貴 おち　だいき 中１

3 DF 藤橋　怜士 ふじはし　れいし 中１

4 DF 北村　隼 きたむら　じゅん 中１

5 DF 久保　聖也 くぼ　せいや 中１

6 MF 角山　勇人 かくやま　はやと 中１

7 MF 南野　陸斗 みなみの　りくと 中１

8 MF 長尾　優斗 ながお　ゆうと 中１

9 FW 奥田　友惟 おくだ　ゆうい 中１

10 FW 田中　壱聖 たなか　いっせい 中１

11 FW 徳　束颯 とく　つかさ 中１

12 GK 津川　拓真 つかわ　たくま 中１

13 MF 中村　陽紀 なかむら　はるき 中１

14 DF 有水　尚 ありみず　なお 中１

15 MF 堤　奏一郎 つつみ　そういちろう 中１

16 MF 田村　光希 たむら　みつき 中１

17 DF 岡田　航之佑 おかだ　こうのすけ 中１

18 FW 笠松　駿太 かさまつ　しゅんた 中１

19 DF 野村　陸 のむら　りく 中１

20 DF 新井　大地 あらい　たいち 中１

21 MF 榮　龍生 さかえ　りゅうせい 中1

22

23

24

25

千里丘FC

千里丘FC

関西大学第１中

高槻ジーグ

千里丘FC

千里丘FC

千里丘FC

千里丘FC

高槻ジーグ

千里丘FC

KONKO FC

千里丘FC

千里丘FC

千里丘FC

KONKO FC

レオSC

千里丘FC

KONKO FC

KONKO FC

レオSC

コーチ名 レオSC

選　　手

所属名

千里丘FC

コーチ名 茨木市立三島中学校

コーチ名 高槻市立第2中学校

監 督 名 千里丘FC

コーチ名 高槻ジーグ

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

岸田　雅隆

中野　隆史

大辻　秀樹

藤田　青陽

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 太田　弦 おおた　げん 中１

2 MF 香月　佳祐 かつき　けいすけ 中１

4 DF 高木　践 たかぎ　せん 中１

5 MF 田中　陸 たなか　りく 中１

6 DF 橋本　純 はしもと　じゅん 中１

7 MF 京谷　秀 きょうたに　しゅう 中１

8 DF 田島　由騎 たじま　よしき 中１

9 MF 芝山　和輝 しばやま　かずき 中１

10 MF 山本　航大 やまもと　こうだい 中１

11 MF 北川　風仁 きたがわ　ふうじん 中１

13 MF 山下　怜介 やました　れいすけ 中１

14 FW 興梠　秀太 こおろぎ　しゅうた 中１

15 FW 宮崎　月斗 みやざき　げっと 中１

16 FW 野山　拓人 のやま　たくと 中１

17 MF 原田　健太郎 はらだ　けんたろう 中１

18 DF 岡本　大 おかもと　だい 中１

19 DF 前田　泰知 まえだ　たいち 中１

20 FW 片渕　竜鳳 かたふち　りゅう 中１

21 MF 亀谷　晃生 かめたに　こうせい 中１

22 MF 鍵谷　幸輝 かぎや　こうき 中１

23 DF 矢野　雄太 やの　ゆうた 中１

24 MF 竹内　俊貴 たけうち　としき 中１

25 DF 曽川　裕斗 そがわ　ゆうと 中１

26 MF 立田　拳大 たてだ　けんだい 中１

30 GK 光田　暁 みつだ　ぎょう 中１

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

監 督 名 Ａｔｒｅｓ　Ｆｕｔｅｂｏｌ　Ｃｌｕｂｅ

コーチ名 大阪市立高津中学校

コーチ名 大阪市ジュネッス

コーチ名 大阪市立菫中学校

コーチ名

選　　手

所属名

東淀川ＦＣ

友渕中学校

SC大阪エルマーノ

ＦＣ．Ｌｉｅｎｓ

N．F．C　ＯＳＡＫＡ

大阪セントラルFC

SC大阪エルマーノ

東淀川ＦＣ

SC大阪エルマーノ

大阪セントラルFC

東淀川ＦＣ

Pazduro

SC大阪エルマーノ

大阪セントラルFC

ＦＣ．Ｌｉｅｎｓ

FC平野

Pazduro

大阪セントラルFC

ＦＣ平野

大阪セントラルFC

大阪セントラルFC

大阪セントラルFC

ＦＣ．Ｌｉｅｎｓ

FC平野

東淀川FC



氏名

田川　太知

冨田　雄作

伊田　康史

竹内　康治

井手　佑紀

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK フューガル　アポロ悟大 フューガル　アポロゴダイ 1

2 DF 矢野　祐陽 ヤノ　ユウヒ 1

3 DF 土橋　柊斗 ツチハシ　シュウト 1

4 DF 中尾　英峻 ナカオ　ヒデタカ 1

5 MF 嶋崎　勝斗 シマザキ　マサト 1

6 MF 西山　和輝 ニシヤマ　カズキ 1

7 MF 西口　拓斗 ニシグチ　タクト 1

8 MF 中田　陸斗 ナカタ　リクト 1

9 MF 安井　元汰 ヤスイ　ゲンタ 1

10 MF 轟　悠也 トドロキ　ユウヤ 1

11 MF 増澤　岳流 マスザワ　カケル 1

12 MF 中島　晟哉 ナカジマ　セイヤ 1

13 MF 井口　晴仁 イグチ　ハルト 1

14 FW 小谷　陸空 コタニ　リク 1

15 FW 魚留　良太 ウオトメ　リョウタ 1

16 GK 本迫　龍星 ホンサコ　リュウセイ 1

17 FW 辻　寅白 ツジ　コハク 1

18 FW 谷本　陸斗 タニモト　リクト 1

19 FW 安積　琉樹 アズミ　リュウキ 1

20 FW 芝　亮哉 シバ　リョウヤ 1 F.C.Lazo

枚方FC

寝屋川SC

FC　グリーンウェーブ

ガンバ門真

ガンバ門真

交野FC

FC　グリーンウェーブ

ガンバ門真

FC　グリーンウェーブ

枚方FC

交野FC

FC　グリーンウェーブ

ガンバ門真

枚方FC

F.C.Lazo

ガンバ門真

ガンバ門真

ガンバ門真

コーチ名

選　　手

所属名

ガンバ門真

コーチ名 FC　グリーンウェーブ

コーチ名 枚方市立山田中

監 督 名 守口FC

コーチ名 招堤北中学校

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

小山　優

弓崎　豊弘

柴田　聡志

岡田　真之介

澤井　信宏

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 岩澤　仁 いわさわ　じん 中１

4 DF 高杉　晃勢 たかすぎ　こうせい 中１

29 DF 浅尾　天大 あさお　てんた 中１

17 DF 下村　和輝 しもむら　かずき 中１

6 DF 植川　太心 うえかわ　たいし 中１

21 DF 東　晃誠 あずま　こうせい 中１

11 MF 大西　翔大 おおにし　しょうだい 中１

5 MF 伊藤　翼 いとう　つばさ 中１

12 MF 衛藤　稀祐 えとう　まひろ 中１

14 MF 清原　陽向 きよはら　ひなた 中１

10 MF 坂倉　信之介 さかくら　しんのすけ 中１

28 FW 松原　祐太 まつばら　ゆうた 中１

24 FW 弓崎　亮慎 ゆみさき　りょうま 中１

26 FW 野原　遼剣 のはら　りょうけん 中１

16 FW 佐々木　晴斗 ささき　はると 中１

13 FW 金沢　晃誠 かなざわ　こうせい 中１

7 FW 吉田　亮太 よしだ　りょうた 中１

31 GK 山内　瞭汰 やまうち　りょうた 中１ 岩田FC

U-12中河内TC

近畿大学附属中学校

U-12中河内TC

進修サッカー団

岩田FC

U-12中河内TC

進修サッカー団

U-11大阪府TC、U-12中河内TC

柏田SC

U-12中河内TC

柏田SC

U-12中河内TC

FC　B２

U-12中河内TC

岩田FC

岩田FC

U-12中河内TC

八尾大正FC

U-12中河内TC

岩田FC

U-12中河内TC

岩田FC

U-12中河内TC

柏田SC

U-12中河内TC

八尾大正FC

U-12中河内TC

U-12中河内TC

岩田FC

U-12中河内TC

FC　B２

コーチ名 FC B2

選　　手

所属名

FC　B２

コーチ名 進修サッカー団

コーチ名 岩田FC

監 督 名 八尾大正FC

コーチ名 東大阪市立盾津中学校

中河内トレセン
指導者

所属名

責任者名 FC B2



氏名

川本　吉則

細川　慎介

藤村　健治

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 蓑田 倖輔 みのだ　こうすけ 1年

2 DF 中野　 章人 なかの　あきと 1年

3 DF 早田　 　開 はやた　かい 1年

4 DF 浦田 　　航 うらた　こう 1年

5 DF 秋山　祐亮 あきやま　ゆうすけ 1年

6 DF 笠原　恵夢 かさはら　えむ 1年

7 DF 山口　智也 やまぐち　ともや 1年

8 DF 西村　仁 にしむら　じん 1年

9 MF 萬谷 　裕太 まんたに　ゆうた 1年

10 MF 田中　翔大 たなか　しょうだい 1年

11 MF 辻西　悠真 つじにし　ゆうま 1年

12 GK 阿部　龍二 あべ　りゅうじ 1年

13 MF 中島 紳作 なかじま　しんさく 1年

14 MF 高谷　和希 たかたに　かずき 1年

15 MF 金川　尚源 かながわ　なおき 1年

16 FW 梶田 　梨生 かじた　りお 1年

17 FW 古川　善教 ふるかわ　よしのり 1年

18 FW 松田 　祥暉 まつだ　よしき 1年

19 FW 大谷　澪紅 おおたに　りく 1年

20 FW 生駒　一晴 いこま　いっせい 1年

南河内トレセン
指導者

所属名

責任者名 富田林第三中学校

監 督 名 長野フットボールクラブ

コーチ名 川上フットボールクラブ

コーチ名

選　　手

所属名

コーチ名

コーチ名

長野フットボールクラブ

長野フットボールクラブ

長野フットボールクラブ

長野フットボールクラブ

FCVOLENTE大阪

FCVOLENTE大阪

川上フットボールクラブ

ヴィトーリア松原

長野フットボールクラブ

FCVOLENTE大阪

FCVOLENTE大阪

ショウエイ羽曳野

ショウエイ羽曳野

長野フットボールクラブ

FCVOLENTE大阪

長野フットボールクラブ

JSCSAKAI

長野フットボールクラブ

長野フットボールクラブ

ヴィトーリア松原



氏名

出口　昌典

福井　淳平

前川　浩也

廣里　真二

福澤　光浩

山下　優也

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

１ ＧＫ 村岡　直哉 むらおか　なおや 中１

２ ＤＦ 藤森　正 ふじもり　しょう 中１

３ ＤＦ 後藤　多聞 ごとう　たもん 中１

４ ＤＦ 堀田　数真 ほった　かずま 中１

５ ＤＦ 平瀬　仁太郎 ひらせ　じんたろう 中１

６ ＭＦ 西出　雄大 にしで　ゆうだい 中１

７ ＭＦ 木岡　直 きおか　なお 中１

８ ＭＦ 山下　滉貴 やました　こうき 中１

９ ＭＦ 安藤　優平 あんどう　ゆうへい 中１

１０ ＦＷ 前田　大斗 まえだ　ひろと 中１

１１ ＦＷ 辻　葵 つじ　あおい 中１

１２ ＧＫ 金苗　仁和 かんなえ　みきと 中１

１３ ＭＦ 小谷　陸也 こたに　りくや 中１

１４ ＭＦ 見学　立起 けんがく　たつき 中１

１５ ＭＦ 新村　康士 しんむら　こうじ 中１

１６ ＭＦ 新口　大輝 しんぐち　たいき 中１

１７ ＦＷ 日置　啓太 ひおき　けいた 中１

ゼッセル熊取

ディアマンテ大阪

サザンウェイブ泉州ＦＣ

ディアマンテ大阪

久米田ＦＣ

サザンウェイブ泉州ＦＣ

ＦＣ岸和田

ディアマンテ大阪

ＦＣ岸和田

ゼッセル熊取

サザンウェイブ泉州ＦＣ

サザンウェイブ泉州ＦＣ

サザンウェイブ泉州ＦＣ

ＦＣ岸和田

サザンウェイブ泉州ＦＣ

サザンウェイブ泉州ＦＣ

コーチ名

選　　手

所属名

ゼッセル熊取

コーチ名

コーチ名

監 督 名 岸和田市立山直中学校

コーチ名 久米田ＦＣ

泉南トレセン
指導者

所属名

責任者名



氏名

河原畑　康高

山梨　純平

小門　勇登

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 岸田　総一郎 きしだ　そういちろう 中１

2 MF 柿花　昇希 かきはな　しょうき 中１

3 MF 鎌田　涼太 かまた　りょうた 中１

4 DF 高尾　啓太 たかお　けいた 中１

5 FW 田中　優作 たなか　ゆうさく 中１

6 MF 小倉　大輝 おぐら　だいき 中１

7 MF 神前　祐輝 こうざき　ゆうき 中１

8 FW 河合　凌雅 かわい　りょうが 中１

9 FW 高松　主音 たかまつ　あると 中１

10 DF 柿原　涼吾 かきはら　りょうご 中１

11 DF 横田　賢心 よこた　けんしん 中１

12 GK 廣野　人夢 ひろの　ひとむ 中１

13 FW 井坂　塁 いさか　るい 中１

14 MF 石田　陸翔 いしだ　りくと 中１

15 FW 駒木根　涼真 こまきね　りょうま 中１

16 MF 安藤　洋 あんどう　ひろし 中１

17 DF 矢嶋　嶺王 やじま　れお 中１

18 MF 臼田　依大 うすだ　よひと 中１

19 MF 木下　大輔 きのした　だいすけ 中１

20 FW 武田　晴人 たけだ　はると 中１

21 GK 佐藤　良紀 さとう　よしき 中１

22 MF 長谷川　楽 はせがわ　がく 中１

23 FW 福永　泰斗 ふくなが　たいと 中１

24 MF 船野　息吹 ふなの　いぶき 中１

25

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 ErbaFC

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

コーチ名

選　　手

所属名
A．C．Sakai

泉北トレセンU-12 
A．C．Sakai

A．C．Sakai
泉北トレセンU-12 

A．C．Sakai
泉北トレセンU-12 

A．C．Sakai
泉北トレセンU-12 

FFC．Selecao

FFC．Selecao

Erba　FC

Erba　FC

ガンバ大阪堺

ガンバ大阪堺
泉北トレセンU-12 

Erba　FC
泉北トレセンU-12 

賢明学院中学校
泉北トレセンU-12 

Derru  Zona  FC

Derru  Zona  FC

殿馬場中学校

殿馬場中学校

RIP　ACE　SC
泉北トレセンU-12 

RIP　ACE　SC
泉北トレセンU-12 

RIP　ACE　SC
泉北トレセンU-12 

ガンバ大阪堺
泉北トレセンU-12 

RIP　ACE　SC
泉北トレセンU-12 

RIP　ACE　SC
泉北トレセンU-12 

RIP　ACE　SC
和歌山県トレセンU-12


