
開催日：２０１７年　１０月２１日（土）

会　場：J-GREEN　堺　S９　S１０

主　催：（一社）大阪府サッカー協会　技術委員会

 



大会主旨：　　ＪＦＡトレセン大阪8地区Ｕ－１5のレベルアップを図るとともに、京都招待へ出場する２チームを決定する。

実施日時：  　２０１７年　１０月２１日（土）　雨天決行

実施会場：   　 　 　　　　　J-GREEN堺　S９　S１０

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、昨年度大阪選抜U－１4サッカー大会の結果からシードする。

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。 

京都招待：

　　　　　　（１）大阪選抜U-15サッカー大会の1位・2位チームが参加する。（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ＪＦＡトレセン大阪Ｕ－１5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３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１０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）　　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。

　　　　　　（８）　　大会の優秀選手は１月からのＪＦＡトレセン大阪U-16トレーニングに参加する予定です。後日、連絡します。

　　　　　　（９）　　各地区参加費5000円は当日、ゲーム前に本部高橋までお願いします。

　　　　　　　　　　　各地区で印刷、製本してご持参ください。

第２９回　大阪選抜U-15サッカー大会　開催要項

12月25日～27日予定

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

 



会　 　場 会　 　場

本部運営 本部運営

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 派遣審判
泉　北
南河内 ② 北河内 ｖｓ 大阪市 派遣審判

中河内
豊　能

10:25～11:30 ③ 泉北 ｖｓ 南河内 派遣審判
三　島
泉　南 ④ 中河内 ｖｓ 豊能 派遣審判

北河内
大阪市

11:40～12:45 ⑤ ①負け ｖｓ ③負け 派遣審判 ①③勝ち ⑥ ②負け ｖｓ ④負け 派遣審判 ②④勝ち

12:55～14:00 ⑦ ①勝ち ｖｓ ③勝ち 派遣審判 ①③負け ⑧ ②勝ち ｖｓ ④勝ち 派遣審判 ②④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

シード順位

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

５位決定戦

派遣審判

16：20　表彰式

対   戦 対    戦

南河内泉南

第２９回　大阪選抜U-15サッカー大会　対戦表・審判割り当て

豊能 北河内 大阪市

　ＯＴＣ U１５所属のスタッフ
（８：１５にS９に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U１５所属のスタッフ
（８：１５にS９に集合⇒打ち合わせ）

W-UP会場

　J-GREEN堺　S１０　J-GREEN堺　S９　

派遣審判

泉北

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

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 中河内

 



（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。

２０１７年　　月　　　日

参　加　同　意　書

２０１７年度大阪選抜Ｕ－１5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。

 



年 11 月 11 日

様

様

【 問 合 せ 先 】 （一社）大阪府サッカー協会　技術委員会　

○○地区トレセン責任者　○○　○○　　　　　　　[携帯]　０９０－００００－００００

トレセンダイレクター　　　　　髙橋　宏治　　　　　　　[携帯]　

【 派 遣 場 所 】 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター　　J-GREEN堺　

大阪府堺市堺区築港八幡町145番地

【 会場連絡先 】 ０７２－２２２－０１２３

【 そ の 他 】 ・期間中の負傷につきましては、本協会にて加入する傷害保険の範囲内で補償いたします。

【 派遣依頼日 】 ２０１７年１０月２１日（土）

【 派 遣 時 間 】 9:00～17:00　　（詳細は別紙）

【 主 催 】 （一社）大阪府サッカー協会

【 主 管 】 （一社）大阪府サッカー協会　技術委員会

　何卒、活動趣旨をご理解いただき、選手の派遣にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【 名 称 】 （一社）大阪府サッカー協会　大阪選抜U-１５サッカー大会

厚く御礼申し上げます。

　さて、当協会ならびに技術委員会では、第３種協会登録選手の強化と、育成を目的とした研修を開催しレベルの向上

に努力しています。

そこで貴チーム所属の 選手 を下記の大会の選手に選出させて頂きました。

トレセンダイレクター 高　橋　　宏　治

（ 公 印 省 略 ）

（一社）大阪府サッカー協会　　　選手派遣について（依頼）

　拝啓

　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は（一社）大阪府サッカー協会の事業に対し格別のご高配を賜り、

2017

チーム代表者

所属長

（一社）大阪府サッカー協会 技術委員会

委 員 長 星　原　　隆　昭



　　　　・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

「２０１７年度大阪選抜Ｕ－１５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

 



氏名

繁松　篤志

谷本　和昭

牟田口　聡

近田　拓也

江口　淳哉

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

1 GK 福島　勇輝 ふくしま　ゆうき 3

2 DF 上甲　柊太 じょうこう　しゅうた 3

3 DF 永田　晃輝 ながた　こうき 3

4 DF 奥村　鳳斗 おくむら　やまと 3

5 MF 乗光　星来 のりみつ　せら 3

6 MF 鈴平　幸勢 すずひら　こうせい 3

7 DF 安田　蓮 やすだ　れん 3

8 MF 石川　晴也 いしかわ　はれや 3

9 FW 古久保　樹 ふるくぼ　いつき 3

10 FW 林　智史 はやし　さとし 3

11 FW 山田　凌大 やまだ　りょうだい 3

12 DF 澤田　匠斗 さわだ　たくと 3

13 DF 中山　幹斗 なかやま　みきと 3

14 MF 大谷　篤史 おおたに　あつし 3

15 MF 山髙　千弥 やまたか　かずや 3

16 MF 鎌谷 一吹 かまたに　いぶき 3

17 MF 増田　健太郎 ますだ　けんたろう 3

18 MF 山下　薫 やました　かおる 3

19 FW 福村　聖那 ふくむら　せな 3

20 GK 西野　祐輝 にしの　ゆうき 3

21 FW 上新原　賢太 かみしんばら　けんた 3

22 MF 池田　凛太郎 いけだ　りんたろう 3

JFAトレセン大阪U-15豊能
指導者

所属名

責任者名 豊中市立第一中学校

監 督 名 豊中市立第三中学校

コーチ名 豊中市立第十六中学校

コーチ名 豊中市立第十二中学校

コーチ名 豊中市立第五中学校

コーチ名 豊能トレセン専属

選　　手

所属名

ヴィエントFC

豊中市立第一中学校

Resc

Dream FC

豊中市立第七中学校

島田FC

Passiole箕面

Dream FC

Dream FC

Dream FC

Resc

豊中市立第三中学校

Dream FC

箕面市立第四中学校

箕面市立第一中学校

FC　BRAVO

Resc

Resc

ヴィエントFC

Resc

Passiole箕面

豊中市立第三中学校



氏名

甲斐　裕介

田中　大貴

馬越　司郎

小栗　幸祐

岡本　健太郎

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 高木　俊輔 たかぎ　しゅんすけ 中3

2 DF 井上　侑星 いのうえ　ゆうせい 中3

3 DF 小林　樹 こばやし　たつき 中3

4 DF 三輪　昭太 みわ　しょうた 中3

5 DF 長山　知輝 ながやま　ともき 中3

6 DF 田岡　拓馬 たおか　たくま 中3

7 DF 田井　光 たい　ひかる 中3

8 MF 春山　銀 はるやま　ぎん 中3

9 FW 金沢　一矢 かなざわ　かずや 中3

10 MF 高野　光人 たかの　らいと 中3

11 MF 宮城　蘭 みやぎ　らん 中3

12 GK 森田　颯太 もりた　そうた 中3

13 MF 井上　駿 いのうえ　しゅん 中3

14 MF 小林　直人 こばやし　なおひと 中3

15 MF 浜崎　響 はまさき　きょう 中3

16 DF 溝江　翼 みぞえ　つばさ 中3

17 FW 野村　大輔 のむら　だいすけ 中3

18 DF 松本　凛 まつもと　りん 中3

19 MF 森本　颯斗 もりもと　はやと 中3

20 MF 植田　一輝 うえだ　かずき 中3

JFAトレセン大阪Ｕ－１５三島
指導者

所属名

責任者名 高槻ジーグFC

監 督 名 茨木市立三島中学校

コーチ名 高槻ｍｙｄFC

コーチ名 吹田市立豊津中学校

コーチ名 茨木市立南中学校

コーチ名

選　　手

所属名

高槻FC

高槻ジーグ

Partida

高槻ジーグ

レオ

高槻FC

高槻FC

Partida

レオ

高槻ジーグ

KONKO

レオ

Partida

レオ

千里丘

レオ

Partida

レオ

高槻ジーグ

KONKO



氏名

西田　育広

阪口　通久

山下　晴太郎

坂口　栄毅

池田　周太

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

TRUE ＤＦ 磯井　庸充 いそい　のぶみつ 中3

2 ＤＦ 中島　康裕 なかしま　こうすけ 中3

4 DF 仙石　凪沙 せんごく　なぎさ 中3

6 MF 金山貴大 かねやま　たかひろ 中３

7 DF 森脇　侑万 もりわき　ゆうま 中3

8 MF 笠原　彰 かさはら　しょう 中3

9 FW 田中　大詩 たなか　たいし 中3

10 MF 安福　一樹 やすふく　いっき 中3

11 MF 宗川　遼哉 むねかわ　りょうや 中3

12 GK 外島　幸太郎 としま　こうたろう 中3

13 FW 寺田　丈太郎 てらだ　じょうたろう 中3

14 FW 松井　雅功 まつい　がく　 中3

18 FW 南　汰圭琉 みなみ　たける 中3

19 MF 富倉　元輝 とみくら　げんき 中3

20 MF 東　海龍 ひがし　かいり 中3

21 DF 頼経　友樹 よりつね　ともき 中3

27 MF 戸田　岳滉 とだ　たかひろ 中3

28 MF 正岡　哲太 まさおか　てった 中3

31 FW 中島　超男 なかじま　こなん 中１

33 DF 光岡　慶一郎 みつおか　けいいちろう 中3

34 DF 坂上　司 さかうえ　つかさ 中3

35 MF 峯　聡一郎 みね　そういちろう 中3

36 DF 金山　哲大 かなやま　てった 中3

37 FW 曽川　勇人 そかわ　まさと 中3

38 DF 小田　駿希 おだ　しゅんき 中3

JFAトレセン大阪U－１５大阪市
指導者

所属名

責任者名 大阪市立我孫子南中学校

監 督 名 大阪市立花乃井中学校

コーチ名 住の江キッズFC　Jrユース

コーチ名 大阪市立我孫子中学校

コーチ名 大阪市立平野中学校

コーチ名

選　　手

所属名

アイリスFC住吉

アイリスFC住吉

IRIS生野SS

FC.Lｉｅｎｓ

FC.Lｉｅｎｓ

IRIS生野SS

ｐａｚｄｕｒｏ

アイリスFC住吉

大阪東淀川FC

IRIS生野SS

IRIS生野SS

IRIS生野SS

FC.Lｉｅｎｓ

FC.Lｉｅｎｓ

FC.Lｉｅｎｓ

住の江キッズFC　Jrユース

アイリスFC住吉

大阪セントラルFC

アイリスFC住吉

2016 大阪府セントラルトレセン

FC.Lｉｅｎｓ

IRIS生野SS

IRIS生野SS

IRIS生野SS

大阪セントラルFC

大阪セントラルFC



氏名

荒島　敏

岡　勇太郎

高橋　佳汰

竹林　優佑

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 徳本 乃耶 トクモト ダイア 中3

2 MF 千葉 大護 チバ ダイゴ 中3

3 DF 長崎　隆哉 ﾅｶﾞｻｷ リュウヤ 中3

4 DF 古路 耕太 フルミチ コウタ 中3

5 FW 米田 翔太 コメダ ショウタ 中3

6 MF 川路 歩夢 カワジ アユム 中3

7 MF 東 陽平 ヒガシ ヨウヘイ 中3

8 DF 横井　吉摩 ヨコイ　キツマ 中3

9 DF 箱丸 健吾 ハコマル ケンゴ 中3

10 MF 藤井　翼 ﾌｼﾞｲ　ﾂﾊﾞｻ 中3

11 MF 廣中 樹 ヒロナカ イツキ 中3

12 DF 桑本　幹大 クワモト　カンタ 中3

13 FW 藤田 慧 フジタ ケイ 中3

14 MF 米本 隼 ヨネモト ジュン 中3

15 MF 松尾 侑 マツオ ユウ 中3

17 MF 津田　陸斗 ﾂﾀﾞ　ﾘｸﾄ 中3

18 FW 沖本 海斗 オキモト カイト 中3

19 FW 楠本 駿人 クスモト タカト 中3

20 DF 猪野 雄平 イノ ユウヘイ 中3

21 MF 向江 凌雅 ムカエ リョウガ 中3

22 DF 田中　翔矢 タナカ　ショウヤ 中3

23 FW 川村 竜磨 カワムラ タツマ 中3

24 MF 中田　湧大 ナカタ　 ユウダイ 中3

16 GK 岡田 綾士 オカダ リョウジ 中3

25 GK 出水 瑠輝 デミズ ルキア 中3

JFAトレセン大阪U-15北河内
指導者

所属名

責任者名

監 督 名 守口フットボールクラブ

コーチ名 枚方市東香里中学

コーチ名 ＦＣグリーンウェーブ

コーチ名 ＦＣグリーンウェーブ

コーチ名

選　　手

所属名

ＦＣ．Lazo

ガンバ大阪門真JY

ガンバ大阪門真JY

ガンバ大阪門真JY

ＦＣグリーンウェーブ

ＦＣグリーンウェーブ

ＦＣグリーンウェーブ

ＦＣグリーンウェーブ

ＦＣグリーンウェーブ

ＦＣグリーンウェーブ

ＦＣグリーンウェーブ

門真沖SC

門真沖SC

門真沖SC

枚方ＦＣ

枚方ＦＣ

枚方ＦＣ

交野ＦＣ

交野ＦＣ

ＦＣ．Lazo

ＦＣ．Lazo

amic

さだ中学

ガンバ大阪門真JY

寝屋川第五中学校



氏名

佐々木　敦忠

有江　佑介

池田　義文

岩切　英昭

中村　隆都

大橋　喜一

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 西谷　信吾 にしたに　しんご 中3

12 GK 木下　結友 きのした　ゆうと 中3

21 GK 児玉　裕人 こだま　ゆうと 中3

31 GK 前田　宙杜 まえだ　ひろと 中3

55 GK 田中　幸揮 たなか　こうき 中3

2 DF 山根　孝太郎 やまね　こうたろう 中3

7 DF 木下　幸之輔 きのした　よしのすけ 中3

9 DF 田尾　遥翔 たお　はると 中3

22 DF 平田　悠大 ひらた　ゆうだい 中3

23 DF 西山　遥人 にしやま　はると 中3

27 DF 大橋　海翔 おおはし　かいと 中3

28 DF 豊田　柊弥 とよだ　しゅうや 中3

32 DF 有村　秀斗 ありむら　しゅうと 中3

5 MF 丹羽　健佑 にわ　けんすけ 中3

14 MF 安岡　陸来 やすおか　りく 中3

15 MF 大浦　力 おおうら　りき 中3

17 MF 杉山　大介 すぎやま　だいすけ 中3

19 MF 酒井　颯太 さかい　はやた 中3

24 MF 浜崎　匠海 はまざき　たくみ 中3

34 MF 宮内　大和 みやうち　やまと 中3

39 MF 藤本　拓巳 ふじもと　たくみ 中3

8 FW 清水　健生 しみず　けんしょう 中3

10 FW 田島　潤也 たじま　じゅんや 中3

25 FW 伊崎　拓真 いざき　たくま 中3

51 FW 川内　洸輝 かわうち　こうき 中3

JFAトレセン大阪U-15中河内
指導者

所属名

責任者名 近畿大学附属中学校

監 督 名 八尾市立八尾中学校

コーチ名 FCマレッサ

コーチ名 柏田サッカークラブ

コーチ名 大阪商業大学高等学校

コーチ名 八尾市立八尾中学校桂中学校

選　　手

所属名

近畿大学附属中学校

2016　中河内トレセン

柏田ＳＣ

2016　中河内トレセン

ＦＣＢ２

岩田ＦＣ

2016　中河内トレセン

ＦＣマレッサ

岩田ＦＣ

2016　中河内トレセン

ＦＣＢ２

2016　中河内トレセン

近畿大学附属中学校

2016　中河内トレセン

柏田ＳＣ

2016　中河内トレセン

ＦＣマレッサ

2016　中河内トレセン

進修サッカー団

2016　中河内トレセン

柏田ＳＣ

2016　中河内トレセン

柏田ＳＣ

2016　大阪府トレセン

柏田ＳＣ

2016　中河内トレセン

近畿大学附属中学校

2016　中河内トレセン

八尾大正ＦＣ

2016　中河内トレセン

進修サッカー団

2016　中河内トレセン

柏田ＳＣ

2016　中河内トレセン

柏田ＳＣ

2016　大阪府トレセン

柏田ＳＣ

2016　中河内トレセン

柏田ＳＣ

2016　中河内トレセン

柏田ＳＣ

2016　中河内トレセン

ＦＣＢ２

2016　中河内トレセン

八尾大正ＦＣ

2016　中河内トレセン

岩田ＦＣ



氏名

中島　宏昭

重田　兼人

松田　永吉

南郷　誠

山口　亮

成田　収

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 森　涼太 もり　りょうた 中３

2 DF 瀬浦　翔大 せうら　しょうだい 中３

3 DF 川口　翔大 かわぐち　しょうだい 中３

4 DF 田中　那弥 たなか　ともや 中３

5 DF 山下　颯央 やました　そう 中３

7 MF 西本　涼 にしもと　りょう 中３

8 MF 岡部　繁尚 おかべ　しげなり 中３

9 FW 門雀　佑奎 もんじゃく　ゆうき 中３

11 FW 松﨑　律樹 まつざき　りつき 中３

12 GK 中谷　豪秀 なかたに　たかひで 中３

14 FW 岡田　駿 おかだ　しゅん 中３

15 DF 増田　莉磨 ますだ　りま 中３

18 DF 奥野　泰正 おくの　たいせい 中３

19 MF 青木　優志郎 あおき　ゆうじろう 中３

20 MF 坂田　悠祐 さかた　ゆうすけ 中３

22 MF 榊原　真潤 さかきばら　まひろ 中３

23 MF 土師　裕大 はぜ　ゆうだい 中３

26 MF 硎　伊織 とぎ　いおり 中３

28 MF 菅田　将孝 すがた　まさたか 中３

JFAトレセン大阪U-15南河内
指導者

所属名

責任者名 リベルタ大阪

監 督 名 川上FC

コーチ名 興国高等学校

コーチ名 ショウエイ羽曳野

コーチ名 FC Sword

コーチ名 松原市立第三中学校

選　　手

所属名

FC Sword

長野FC

川上FC

長野FC

FC.VOLENTE

長野FC

FC.VOLENTE

川上FC

川上FC

U-14　府トレ

長野FC

富田林市立明治池中学校

川上FC

長野FC

長野FC

長野FC

長野FC

川上FC

FC Sword

長野FC

U-13,14　府トレ



氏名

河原畑　康高

白垣　友康

木畑　哲

井上　弦紀

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 大西　隼生 おおにし　じゅんせい 3

2 DF 藤原　陸 ふじわら　りく 3

3 DF 光永　圭吾 みつなが　けいご 3

4 DF 安倍　大地 あべ　たいち 3

5 DF 川端　友真 かわばた　ゆうま 3

6 MF 山下　壱太 やました　いった 3

7 MF 東條　泰貴 とうじょう　たいき 3

8 MF 藤井　嵐 ふじい　らん 3

9 FW 西本　和馬 にしもと　かずま 3

10 FW 岡田　楓実 おかだ　ふうま 3

11 FW 高橋　海輝 たかはし　みずき 3

12 GK 西山　佳次郎 にしやま　けいじろう 3

13 ＭＦ 平尾　柾人 ひらお　まさと 3

14 ＭＦ 雪本　貴則 ゆきもと　たかのり 3

15 ＭＦ 高井　友祐 たかい　ゆうすけ 3

16 ＦＷ 松崎　厚典 まつざき　こうすけ 3

17 ＭＦ 若田　白真 わかた　はくま 3

18 ＭＦ 平瓦　匠志 ひらがわら　たくじ 3

19 ＭＦ 雪本　貴則 ゆきもと　たかのり 3

20 ＭＦ 野内　凌 のうち　りょう 3

21 ＧＫ 八木　明良 やぎ　あきら 3

22 ＦＷ 森本　諒陽 もりもと　あさひ 3

23 ＤＦ 松浦　悠 まつうら　ゆう 3

24 ＭＦ 堤　悠 つつみ　ゆう 3

25 ＭＦ 牧原　航太 まきはら　こうた 3

JFAトレセン大阪U-15泉北
指導者

所属名

責任者名 堺市立月州中学校

監 督 名 賢明学院中学高等学校

コーチ名 FC　フォアフロント

コーチ名 堺市立陵南中学校

コーチ名

コーチ名

選　　手

所属名

賢明学院中学校

泉大津市立東陽中学校

Erba FC

Erba FC

F.F.C selecao

F.F.C selecao

ガンバ堺

ガンバ堺

ＲＩＰ　ＡＣＥ

F.F.C selecao

ガンバ堺

F.F.C selecao

Erba FC

F.F.C selecao

ガンバ堺

ガンバ堺

ガンバ堺

賢明学院中学校

F.F.C selecao

Erba FC

帝塚山泉ヶ丘中学校

Erba FC

賢明学院中学校

堺市立美原西中学校

堺市立美原西中学校



氏名

前川　浩也

上塩入　大

福井　淳平

根来　知之

土江　翼

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 茶谷　祐 ちゃたに　たすく 3

2 DF 前澤　匠吾 まえざわ　しょうご 3

3 DF 南川　優人 みなみがわ　ゆうと 3

4 DF 荘野　良太 しょうの　りょうた 3

5 DF 藤原　直次 ふじわら　なおつぐ 3

6 MF 宮部　勇太朗 みやべ　ゆうたろう 3

7 MF 小幡　慎之介 おばた　しんのすけ 3

8 MF 冬木　瑠唯 ふゆき　るい 3

9 FW 大影　朋輝 おおかげ　ともき 3

10 FW 菅原　颯太郎 すがはら　そうたろう 3

11 FW 白髪　黎 しらかみ　れい 3

12 GK 一森　空翔 いちもり　だいと 3

13 DF 圓福　涼太 えんぷく　りょうた 3

14 MF 水島　蓮 みずしま　れん 3

15 MF 西光　誉樹 さいこう　たかき 3

16 FW 奥野　大誠 おくの　たいせい 3

17 MF 園田　颯 そのだ　はやて 3

18 MF 安藤　公揮 あんどう　こうき 3

19 FW 勝野　隼翔 かつの　はやと 3

20 MF 吉川　大智 よしかわ　だいち 3

21 DF 宮崎　優大 みやざき　ゆうだい 3

22 DF 弥園　祥太 みその　しょうた 3

23 DF 牧野　翔護 まきの　しょうご 3

25 GK 村橋　朔矢 むらはし　さくや 3

JFAトレセン大阪U-15泉南
指導者

所属名

責任者名 久米田FC

監 督 名 ディアマンテ大阪

コーチ名 山直中学校

コーチ名 久米田FC

コーチ名 大体大浪商高校

コーチ名

選　　手

所属名

ゼッセル熊取

ジオーレ大阪

ジオーレ大阪

アンドリュース

SW泉州

SW泉州

ジオーレ大阪

ゼッセル熊取

久米田FC

FC岸和田

ゼッセル熊取

ゼッセル熊取

ディアマンテ大阪

FC岸和田

SW泉州

ディアマンテ大阪

SW泉州

SW泉州

FC岸和田

ジオーレ大阪

久米田FC

岸城中学校

ジオーレ大阪

FC岸和田


