
開催日：２０１７年　１１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

 



大会主旨：　　JFAトレセン大阪８地区U-13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２チームを決定する。

実施日時：  　２０１７年　１１月２５日（土）　雨天決行 17:15より8地区責任者会議を行ないます＠クラブハウス

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、８地区代表者によるオープン抽選とする（４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。（２０１８年１月６日～７日開催予定）

　　　　　　（２）ガンバカップにＪＦＡトレセン大阪Ｕ－１３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１１月７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　　　　k.takahashi@osaka-fa.jp　

　　　　　　　　　　　各地区から回収後、１１月１４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３９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円は当日、ゲーム前に本部高橋までお願いします。

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

開始時間 試合NO 主審 副審 試合NO 主審 副審

9:10～10:15 ① 泉北 ｖｓ 中河内 派遣審判
大阪市
南河内 ② 泉南 ｖｓ 豊能 派遣審判

三島
北河内

10:25～11:30 ③ 大阪市 ｖｓ 南河内 派遣審判
泉北

中河内 ④ 三島 ｖｓ 北河内 派遣審判
泉南
豊能

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

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

派遣審判

１６：20　表彰式

対   戦 対    戦

南河内 三島

第３９回　大阪選抜U-13サッカー大会　対戦表・審判割り当て

※8地区代表者会議での抽選による組み合わせ（4月）

北河内 泉南 豊能

　ＯＴＣ U１３所属のスタッフ
（８：１５にL1に集合⇒打ち合わせ）

　ＯＴＣ U１３所属のスタッフ
（８：１５にL1に集合⇒打ち合わせ）

中河内 大阪市

　J-GREEN堺　S13

派遣審判

　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

泉北

5位決定戦

 



氏名

繁松　篤志

櫻木　武士

若井　翔

渡邊　洋希

金　亨勲

阿部　翔太

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 傘木　太郎 かさぎ　たろう 中１

2 DF 堀内　いそら ほりうち　いそら 中１

3 DF 倉内　駿介 くらうち　しゅんすけ 中１

4 DF 中山　颯大 なかやま　そうた 中１

5 MF 山名　大地 やまな　だいち 中１

6 MF 山下　晃 やました　あきら 中１

7 MF 豊秦　潤也 とよはた　じゅんや 中１

8 MF 山根　彪斗 やまね　あやと 中１

9 FW 熊野　幹大 くまの　かんた 中１

10 MF 小笹　璃王 こざさ　りお 中１

11 FW 川田　悠馬 かわだ　ゆうま 中１

12 DF 菅　頼広 すが　よりひろ 中１

13 DF 藤岡　詩音 ふじおか　しど 中１

14 MF 村田　仁 むらた　じん 中１

15 DF 澤　壮大 さわ　そうた 中１

16 MF 田畑　皓基 たばた　ひろき 中１

17 FW 井本　藍丸 いもと　らんまる 中１

18 FW 下沖　相太 しもおき　そうた 中１

19 FW 明田　夏希 あけだ　なつき 中１

20 GK 堤　優心 つつみ　ゆうしん 中１

21 DF 谷野　幹太 たにの　かんた 中１

22 DF 古河　遼太 ふるかわ　りょうた 中１

RESC

島田フットボールクラブ

RESC

DREAM

豊中市立第十一中学校

DREAM

豊中市立第十一中学校

RESC

RESC

RESC

RESC

RESC

RESC

コーチ名 RESC

選　　手

所属名

DREAM

コーチ名 英真学園高校

コーチ名 豊中市立第十中学校

監 督 名 豊中市立第七中学校

コーチ名 箕面市立第六中学校

JFAトレセン大阪U-13豊能
指導者

所属名

責任者名 豊中市立第一中学校

RESC

島田フットボールクラブ

RESC

豊中市立第二中学校

島田フットボールクラブ

ヴィエントFCとよの

池田市立渋谷中学校

豊中市立第十一中学校



氏名

甲斐　裕介

市川　勇基

梨木　友規

西口　雄輔

下村　翼

田中　大貴

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 GK 齋藤　創空 さいとう　そら 中1

2 DF 東田　大輝 とうだ　だいき 中１

3 DF 村井　清大 むらい　せいた 中１

4 DF 徳山　亮吾 とくやま　りょうご 中１

5 DF 長井　友和 ながい　ともかず 中１

6 DF 今西　一志 いまにし　ひとし 中１

7 MF 梶並　笑顔 かじなみ　えがお 中１

8 MF 井野　佑優 いの　ゆうま 中１

9 MF 丸山　大輝 まるやま　ひろき 中１

10 FW 谷　遥翔 たに　はると 中1

11 FW 木村　匡吾 きむら　きょうご 中１

12 GK 池岡　篤輝 いけおか　あつき 中１

13 DF 永峰　柊也 ながみね　とうや 中１

14 MF 岩永　丈 いわなが　じょう 中1

15 MF 吉田　太斗 よしだ　たいと 中1

16 DF 福場　壮洸 ふくば　まさひろ 中1

17 MF 森本　伊吹 もりもと　いぶき 中1

18 FW 坂口　空良 さかぐち　そら 中1

19 FW 村田　将太 むらた　しょうた 中1

20 DF 池　碧生 いけ　あおい 中1

21 MF 山口　祐輝 やまぐち　ゆうき 中1

22 MF 水上　泰輝 みずかみ　たいき 中1

23 MF 米田　翔 よねだ　しょう 中1

24 DF 岡田　誠也 おかだ　せいや 中1

25 MF 塚原　渓人 つかはら　けいと 中1

JFAトレセン大阪U-13三島
指導者

所属名

責任者名 高槻ジーグFC

監 督 名 千里丘FC

コーチ名 高槻ジーグFC

コーチ名 茨木市立養精中学校

コーチ名 レオSC

コーチ名 茨木市立平田中学校

選　　手

所属名

KONKO FC

吹田南FC

高槻ジーグ

千里丘FC

千里丘FC

千里丘FC

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

千里丘FC

千里丘FC

KONKO FC

千里丘FC

高槻ジーグ

高槻ジーグ

千里丘FC

千里丘FC

高槻FC

千里丘FC

ASL吹田

千里丘FC

千里丘FC



氏名

西田　育広

武田　歩

藤田　青陽

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

1 GK 松田　颯 まつだ　はやて 中１

2 FP 片山　諒 かたやま　りょう 中１

3 FP 坂上　輝 さかうえ　あきら 中１

5 FP 鶴田　剛生 つるた　こうせい 中１

6 FP 矢島　光 やじま　ひかる 中１

7 FP 谷藤　竜馬 たにふじ　りょうま 中１

8 FP 中村　敦貴 なかむら　あつき 中１

10 FP 森川　楓大 もりかわ　ふうた 中１

11 FP 川端　元 かわばた　はる 中１

13 FP 浜　颯太 はま　そうた 中１

14 FP 三木　佳祐 みき　けいすけ 中１

18 FP 山田　晃市 やまだ　こういち 中１

21 GK 松本　健汰 まつもと　けんた 中１

22 FP 三政　響希 みまさ　ひびき 中１

24 FP 十川　能人 とがわ　のうと 中１

25 FP 山口　遼馬 やまぐち　りょうま 中１

26 FP 沖本　誠弥 おきもと　せいや 中１

27 FP 田代　拓輝 たしろ　ひろき 中１

28 FP 山本　壮太 やまもと　そうた 中１

29 FP 﨑山　祝寿 さきやま　いぶき 中１

32 FP 森田　有柊 もりた　ゆうと 中１

33 FP 橋本　大舞 はしもと　ひろま 中１

34 FP 能浦　晃瑛 のうら　こうえい 中１

JFAトレセン大阪U－１３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 大阪市立西淀中学校

コーチ名 大阪市立菫中学校

コーチ名 大阪市立我孫子中学校

コーチ名

コーチ名

選　　手

所属名

イーリス生野

大阪セントラル

イーリス生野

住吉大社SC

大阪セントラル

SC大阪エルマーノ

イーリス生野

アイリス住吉

アイリス住吉

SC大阪エルマーノ

大阪セントラル

大阪セントラル

アイリス住吉

アイリス住吉

アイリス住吉

イーリス生野

アイリス住吉

大阪セントラル

SC大阪エルマーノ

アイリス住吉

アイリス住吉

FC.Liens

FC.Liens



氏名

荒島　敏

井川　剛

梶谷　篤

今福　拓弥

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 倉永　拓実 くらなが　たくみ 中1

2 ＤＦ 山本　蓮 やまもと　れん 中1

3 DF 新保　晴嗣 しんぽ　はるつぐ 中1

4 DF 鮫島　瞳茉 さめしま　とうま 中1

5 DF 中村　風仁 なかむら　ふうと 中1

6 MF 松橋　啓太 まつはし　けいた 中1

7 MF 久保　颯人 くぼ　はやと 中1

8 MF 中川　滉 なかがわ　まほろ 中1

9 FW 清水　翔月 しみず　かづき 中1

10 MF 坂東　真都 ばんどう　まなと 中1

11 FW 秋丸  梨久 あきまる　りく 中1

12 MF 山本　青英 やまもと　しょうえい 中1

13 DF 寺西　掌 てらにし　しょう 中1

14 MF 吉川　啓介 よしかわ　けいすけ 中1

15 MF 栗野　優吾 くりの　ゆうご 中1

16 GK 法貴　大和 ほうき　やまと 中1

17 FW 橘　力優 たちばな　りゅう 中1

18 FW 佐原　桜大 さはら　おうた 中1

19 MF 藤本　悠聖 ふじもと　ゆうせい 中1

20 MF 山田　麻人 やまだ　あさと 中1

21 MF 古田　吏也斗 ふるた　りあど 中1

22 MF 泉　聖也 いずみ　せいや 中1

23 MF 山口　世綱 やまぐち　せつな 中1

24 GK 王　新健 わん　しんじぇん 中1

25 GK 仁部　志音 にべ　しおん 中1

JFAトレセン大阪U-13北河内
指導者

所属名

責任者名 守口フットボールクラブ

監 督 名 F.C.Lazo

コーチ名 FCグリーンウェーブ

コーチ名 守口フットボールクラブ

コーチ名 FCグリーンウェーブ

コーチ名

選　　手

所属名

FCグリーンウェーブ

ガンバ門真

FCグリーンウェーブ

FCグリーンウェーブ

枚方ＦＣ

ガンバ門真

FCグリーンウェーブ

ガンバ門真

ガンバ門真

FCグリーンウェーブ

梶ＦＣ

ガンバ門真

FCグリーンウェーブ

FCグリーンウェーブ

ガンバ門真

ガンバ門真

ガンバ門真

2016京都府トレU-12

枚方ＦＣ

FCグリーンウェーブ

ガンバ門真

2016奈良県トレU-12

FCグリーンウェーブ

守口ＦＣ

TIAMO交野

梶ＦＣ

ガンバ門真



氏名

佐々木 敦忠

渡辺 俊彦

劉 崇治

先久 直昭

古田 拓也

重松 祐

山田 祐

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

21 GK 加賀田　幸希 かがた　こうき 中１

33 GK 村上　琳音 むらかみ　りんと 中１

62 GK 杉山　啓太 すぎやま　けいた 中１

20 DF 宮川　真斗 みやがわ　まなと 中１

27 DF 辻田　和輝 つじた　かずき 中１

8 DF 西川　惣太 にしかわ　そうた 中１

15 DF 工岡　大夏 くおか　だいな 中１

28 DF 石岡　治樹 いしおか　はるき 中１

4 DF 渡邉　慎 わたなべ　しん 中１

16 DF 藤本ハル ふじもと　はる 中１

3 MF 大村　翔 おおむら　しょう 中１

22 MF 山守　凌雅 やまもり　りょうが 中１

47 MF 浅尾　陽大 あさお　ようた 中１

7 MF 橋本　健丸 はしもと　たけまる 中１

13 MF 安達　晃大 あだち　こうだい 中１

17 MF 岡崎　栄人 おかざき　えいと 中１

9 MF 高見　颯 たかみ　はやと 中１

99 MF 大隅　悠希 おおすみ　はるき 中１

18 MF 本多透生 ほんだ　とうい 中１

53 FW 濱岡　杏平 はまおか　きょうへい 中１

39 FW 小林　佑輔 こばやし　ゆうすけ 中１

10 FW 安宅悠真 あたぎ　ゆうま 中１

24 FW 高柳礼 たかやなぎ　あきら 中１

11 FW 辻　叶夢 つじ　かなめ 中１

25 FW 吉岡　涼介 よしおか　りょうすけ 中１

JFAトレセン大阪U-13中河内
指導者

所属名

責任者名 近畿大学附属中学校

コーチ名 東大阪市立英田中学校

コーチ名 東大阪市立長栄中学校

監 督 名 八尾市立亀井中学校

コーチ名 八尾市立高美中学校

コーチ名 進修サッカー団

所属名

コーチ名 FCB2

選　　手

FC B2

八尾大正FC

柏田SC

岩田FC

FC B2

FC マレッサ

岩田FC

柏田SC

柏田SC

FC B2

FC マレッサ

八尾大正FC

八尾大正FC

進修サッカー団

柏田SC

八尾大正FC

岩田FC

柏田SC

八尾大正FC

FC Unione柏原

進修サッカー団

FC マレッサ

FC マレッサ

進修サッカー団

岩田FC



氏名

中島　宏昭

田中　俊一

重田　兼人

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 ドゥーリー大河 ドゥーリーたいが 中１

2 ＤＦ 伊藤　平 いとう　たいら 中１

3 ＤＦ 直   真輝 なお　まさき 中１

4 ＤＦ 西平　歩夢 にしひら　あゆむ 中１

5 ＤＦ 杉元　佑多 すぎもと　ゆうた 中１

6 ＤＦ 米田 　時人 よねだ　ときひと 中１

7 ＤＦ 中西　奎翔 なかにし　けいと 中１

8 ＭＦ 吉岡 　優心 よしおか　ゆうしん 中１

9 ＭＦ 中島　 大静 なかじま　たいせい 中１

10 ＭＦ 岩城　絃之介 いわき　げんのすけ 中１

11 ＭＦ 上野　晃蓮 うえの　あれん 中１

13 ＦＷ 東　丈次郎 あずま　たけじろう 中１

14 ＤＦ 寺尾　 理志 てらお　さとし 中１

15 ＭＦ 上野　 草汰 うえの　そうた 中１

16 ＤＦ 中谷　涼馬 なかたに　りょうま 中１

17 ＤＦ 松本　陸斗 まつもと　りくと 中１

18 ＭＦ 植田 　楓希 うえだ　ふうき 中１

19 ＭＦ 雲宮　勝大朗 くもみや　しょうたろう 中１

20 ＦＷ  上田　桐生 うえだ　きりゅう 中１

22 ＦＷ 森田　翔生 もりた　とい 中１

24 ＦＷ 宮本　昇 みやもと　しょう 中１

23 ＦＷ 中川　皓太 なかがわ　こうた 中１

12 ＧＫ 今田　空吾 いまだ　くうご 中１

21 ＧＫ 西野　零生 にしの　れい 中１ 大阪狭山ＳＣ

富田林市立明治池中学校

富田林常盤ＦＣ

PREVISTA　ＦＣ

川上FC

長野FC

大阪狭山ＳＣ

川上FC

長野FC

長野FC

川上FC

川上FC

長野FC

川上FC

川上FC

長野FC

長野FC

長野FC

長野FC

川上FC

川上FC

川上FC

JSC SAKAI

長野FC

コーチ名 松原市立第三中学校

選　　手

所属名

コーチ名 ショウエイ羽曳野

コーチ名 FC Sword

監 督 名 河南高校

コーチ名 川上FC

JFAトレセン大阪南河内U-13
指導者

所属名

責任者名 リベルタ大阪



氏名

前川　浩也

福井　淳平

根来　知之

水津　雅夫

安倍　亮太

背番号 位置 氏名 ふりがな 学年 登録番号 身長 体重

1 ＧＫ 沖上　颯汰 おきがみ　そうた 中１

12 ＧＫ 吉川　陽輝 よしかわ　ひかる 中１

2 ＤＦ 中井　唯也 なかい　はいや 中１

3 ＤＦ 大西　晃誠 おおにし　こうせい 中１

4 ＤＦ 及川　汰晟 おいかわ　たいせい 中１

5 ＭＦ 赤根　功弥 あかね　くうや 中１

6 ＭＦ 村田　優哉 むらた　ゆうや 中１

7 ＭＦ 柴田　誠之助 しばた　せいのすけ 中１

8 ＭＦ 児島　颯希 こじま　さつき 中１

9 ＭＦ 三浦　理玖 みうら　りく 中１

10 ＭＦ 青田　瑛良 あおた　あきら 中１

11 ＭＦ 山本　彪雅 やまもと　ひゅうが 中１

13 ＭＦ 雪本　竜之介 ゆきもと　りゅうのすけ 中１

14 ＭＦ 宮出　青葉 みやで　あおば 中１

15 ＭＦ 金山　凜太郎 かなやま　りんたろう 中１

16 ＭＦ 冠　欣吾 かんむり　きんご 中１

17 ＭＦ 藤田　優斗 ふじた　ゆうと 中１

18 ＭＦ 藪野　翔哉 やぶのしょうや 中１

19 ＦＷ 島田　泰成 しまだ　たいせい 中１

20 ＦＷ 大谷　蒼多 おおたに　そうた 中１

21 ＦＷ 植田　瑛生 うえだ　えいしょう 中１

22 FW 裏田　海斗 うらた　かいと 中１

23 ＦＷ 藤田　成 ふじた　なる 中１

24 ＦＷ 亀岡　良悟 かめおか　りょうご 中１

JFAトレセン大阪U-13泉南
指導者

所属名

責任者名 久米田ＦＣ

監 督 名 岸和田市立山直中学校

コーチ名 久米田ＦＣ

コーチ名 佐野工科高等学校

コーチ名 貝塚市立第三中学校

コーチ名

選　　手

所属名

HEAT.FC

LIGAR　JPC

LIGAR　JPC

LIGAR　JPC

LIGAR　JPC

HEAT.FC

HEAT.FC

ジオーレ大阪

ゼッセル熊取

ゼッセル熊取

ゼッセル熊取

ゼッセル熊取

ゼッセル熊取

ゼッセル熊取

LIGAR　JPC

LIGAR　JPC

LIGAR　JPC

ＦＣ岸和田

HEAT.FC

HEAT.FC

HEAT.FC

ジオーレ大阪

ゼッセル熊取

LIGAR　JPC



氏名

河原畑康高

河原畑康高

古谷俊彦

阪口剛

井上　弦紀

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 品田　駿平 しなだ　しゅんぺい 1

2 ＭＦ 田中　大喜 たなか　ひろき 1

3 ＭＦ 武川　零生 たけかわ　れい 1

4 ＤＦ 古家　太陽 こげ　たいよう 1

5 ＤＦ 曽根　碧斗 そね　あおと 1

6 ＤＦ 曽我部　航汰 そがべ　こうた 1

7 ＭＦ 柳田　太平 やなぎだ　たいへい 1

8 ＭＦ 安本　太一 やすもと　たいち 1

9 ＦＷ 荒木　政斗 あらき　まさと 1

10 ＭＦ 斉藤　誠幸 さいとう　まさゆき 1

11 ＤＦ 大橋　聖音 おおはし　せおん 1

12 GK 勝　敬二郎 かつ　けいじろう 1

13 ＦＷ 川端　勇翔 かわばた　ゆうと 1

14 ＭＦ 高宮　悠斗 たかみや　はると 1

15 ＭＦ 小野　理竜 おの　りろ 1

16 ＤＦ 吉海江　瞬 よしかいえ　しゅん 1

17 ＭＦ 小林　蒼汰 こばやし　そうた 1

18 ＦＷ 白尾　風樹 しらお　ふうき 1

19 ＤＦ 加田　早斗志 かだ　さとし 1

20 ＭＦ 増田　萩太 ますだ　しゅうた 1 ガンバ大阪堺ジュニアユース

賢明ＳＣ

ガンバ大阪堺ジュニアユース

ＲＩＰ ＡＣＥ　ＳＣ

ＲＩＰ ＡＣＥ　ＳＣ

和泉ＦＣ

ＲＩＰ ＡＣＥ　ＳＣ

和泉ＦＣ

和泉ＦＣ

Ｅｒｂａ　ＦＣ

Ｅｒｂａ　ＦＣ

Ｅｒｂａ　ＦＣ

Ｅｒｂａ　ＦＣ

Ｅｒｂａ　ＦＣ

Ｅｒｂａ　ＦＣ

Ａ.Ｃ.Ｓａｋａｉ

Ａ.Ｃ.Ｓａｋａｉ

Ｆ.Ｆ.Ｃ.Sｅｌｅｃａｏ

Ａ.Ｃ.Ｓａｋａｉ

コーチ名 堺市立赤坂台中学校

選　　手

所属名

ＲＩＰ ＡＣＥ　ＳＣ

コーチ名 堺市立登美丘中学校

コーチ名 堺市立陵南中学校

監 督 名 堺市立月州中学校

コーチ名 堺市立鳳中学校

JFAトレセン大阪U-13泉北
指導者

所属名

責任者名 堺市立月州中学校


