
第 24回 大阪女子招待サッカー大会 報告書 

 

 

報告者：女子 U-15コーチ 小川 雅己 

 

 

【日    程】  2018年 3月 10日（土） 

 

【会    場】  J-GREEN堺（S16） 

 

【帯同スタッフ】  小川 雅己（女子 U-15コーチ） 

          山科 花恵（女子 U-15コーチ） 

          林部 雅司（女子 U-15チーフ） 

 

【参 加 選 手】  ２６名（別紙参照） 

 

【最 終 順 位】  優 勝：セレッソ大阪堺ガールズ 

          準優勝：JFAトレセン大阪女子 U-15 

          第３位：奈良県トレセン女子 U-15 

          第４位：滋賀県トレセン女子 U-15 

 

【試 合 結 果】   2 vs 0（前半：0vs0） 奈良県トレセン女子 U-15 

1 vs 5（前半：0vs5） セレッソ大阪堺ガールズ 

 

【大 会 総 括】  大会は、4チームのトーナメント戦で行われました。トレセン活動の最終日でも

あり日頃の成果を発揮する集大成の場として出場しました。 

大阪トレセンとして試合に挑むにあたり、『グループ・チームでサッカーする

こと』、『勝敗はもちろん、内容にもこだわって全力でプレーをすること』の二

つを常に意識しながらプレーすることをテーマとしました。 

1試合目は一人一人が常にテーマを意識しながら、お互いのストロングポイント

を活かしそうとしましたが、状況判断が遅くコミュニケーション不足でパスミ

スが多く空回りしているように見えました。 

しかし、2試合目では 1試合目の反省点を修正し一人一人が素早く状況を把握

し動くことでパスミスが減りスムーズな攻撃に移すことができました。 

まだまだ、高いレベルで戦える質には達していないので、次年度のトレセン

活動ではこうした部分の改善に向け、これまで以上にサッカーの質にこだわっ

て活動をしていきたい。 

 

  



＜試合結果＞ 
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会場：J-GREEN堺（S16） （30分ハーフ）

試合開始時間

第１試合　　９：２０

第２試合　１０：４０

第３試合　１２：４０

第４試合　１４：００ JFAトレセン大阪女子U-15 1 vs 5 セレッソ大阪堺ガールズ 協会

セレッソ大阪堺ガールズ 9 vs 0 滋賀県トレセン女子U-15 協会

奈良県トレセン女子U-15 5 vs 1 滋賀県トレセン女子U-15 協会

　セレッソ大阪堺ガールズ（大阪）

②

　滋賀県トレセン女子U-15（滋賀）

対戦カード 審判（主審・副審とも）

奈良県トレセン女子U-15 0 vs 2 JFAトレセン大阪女子U-15 協会

①

④③

　奈良県トレセン女子U-15（奈良）

　JFAトレセン大阪女子U-15（大阪）
2

　 ▼ 第１試合　（2vs0 奈良県トレセン女子U-15）

（前半） （後半）

草場 菅森 小川 西野

三浦 太田 鈴木 中内 名越 内田 川上 片本

江口 米田 北岡 桃原 彦阪 早瀬 林 高島

得点者 得点者 　名越２

交代者 　小栗栖→三橋 交代者 　三橋→竹仲

　三浦→南上 　高島→小原

　片本→三代

▼ 第２試合　（1vs5 セレッソ大阪堺ガールズ）

（前半） （後半）

小川 三代

西野 名越 早瀬 高島 草場 三浦

小原 内田 林 片本 江口 米田 北岡 中岡

得点者 　なし 得点者 　江口

交代者 　三橋→竹中 交代者 　竹仲→三橋

　西野→川上 　中内→桃原

　小川→彦坂

小栗栖 三橋

三橋 竹仲

菅森

鈴木　　南上　　太田



＜参加選手＞ 

  
 

 

＜集合写真＞  ※セレッソと合同にて 

  

【FP】

No. Pos. 名前 フリガナ 所属 学年

1 FW 江口　奈々美 エグチ　ナナミ FCヴィトーリア 2

2 MF 太田　凪砂 オオタ　ナギサ FCヴィトーリア 2

3 FW 菅森　杏 スガモリ　アン pazduro gilrs 2

4 DF 北岡　岬 キタオカ　ミサキ pazduro girs 2

5 MF 鈴木　雛子 スズキ　ヒナコ pazduro girs 2

6 MF 桃原　愛歌 トウバル　アイカ pazduro girs 2

7 MF/FW 中内　花咲 ナカウチ　ハナエ RESC GIRLS U-15 2

8 MF 三浦　彩夢 ミウラ　アヤメ RESC GIRLS U-15 2

9 MF/DF 米田　京 ヨネダ　ケイ RESC GIRLS U-15 2

10 FW 草場　千寛 クサバ　チヒロ ヴィスポさやま 2

11 MF 南上　柚乃 ナンジョウ　ユズノ コノミヤ・スペランツァ大阪高槻レディース 2

12 MF 川上　七奏 カワカミ　ナナカ FC TIAMO交野 1

13 MF 彦阪　由依 ヒコサカ　ユイ FCヴィトーリア 1

14 MF 西野　なずな ニシノ　ナズナ pazduro girs 1

15 MF 高島　ちひろ タカシマ　チヒロ RESC GIRLS U-15 1

16 MF 名越　杏香 ナゴシ　キョウカ RESC GIRLS U-15 1

17 MF 早瀬　彩来 ハヤセ　サラ RESC GIRLS U-15 1

18 FW 小川　由姫 オガワ　ユキ ヴィスポさやま 1

19 MF 林　咲良 ハヤシ　サクラ ヴィスポさやま 1

20 DF/MF 内田　衣泉 ウチダ　イズミ 大阪セントラルFC 1

21 FW 小原　夢生 オハラ　ユキ 大阪桐蔭ACフラミンゴU-18 1

22 FW 片本　奈緒 カタモト　ナオ 大阪桐蔭ACフラミンゴU-18 1

23 FW 三代　陽菜乃 ミシロ　ヒナノ 大阪桐蔭ACフラミンゴU-18 1

【GK】　

No. Pos. 名前 フリガナ 所属 学年

1 GK 小栗栖　遥 オグルス　ハルカ mfl filha fc 2

2 GK 竹仲　凛 タケナカ　リン クラベリーナ東住吉 1

3 GK 三橋　帆乃佳 ミツハシ　ホノカ コノミヤ・スペランツァ大阪高槻レディース 1


