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参加選手リストU-14　北海道

コーチ ｷﾀﾊﾗ　ｼﾞﾛｳ

コーチ ｵｶﾞﾀ　ｷﾞｮｳｽｹ

コーチ ｶﾞﾔ  ｴｲｼﾞ

コーチ ﾕｳｷ　ｼﾝｺﾞ

コーチ ｴﾀﾞﾑﾗ  ｱｷﾗ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

24 ＧＫ 養津　正樹 ﾖｳﾂ ﾏｻｷ 2003/4/9 中2 180 63 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ ベアーズサッカー少年団 ●

23 ＧＫ 逢坂  文都 ｵｵｻｶ ｱﾔﾄ 2003/4/4 中2 177 62 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ クラブフィールズＵ－１２ ●

12 FP 木戸  柊摩 ｷﾄﾞ ｼｭｳﾏ 2003/01/02 中3 162 53 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ ＣＡＳＣＡＶＥＬ　ＳＡＰＰＯＲＯ　Ｕ－１２ ●

26 FP 砂田　匠 ｽﾅﾀﾞ ﾀｸﾐ 2003/04/05 中2 168 53 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ コンサドーレ札幌Ｕ－１２ ●

35 FP 小林　心優 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾕｳ 2003/04/09 中2 174 62 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 旭川コスモスジュニアフットボールクラブ ● ●

34 FP 阿部  秀哉 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ 2003/04/18 中2 170 56 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 旭川コスモスジュニアフットボールクラブ

9 FP 石川　蒼生 ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 2003/04/19 中2 162 50 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ コンサドーレ札幌Ｕ－１２ ● ● ●

10 FP 古谷　諒将 ｺﾔ ﾘｮｳｽｹ 2003/04/29 中2 163 50 北海道 クラブフィールズＵ－１５ 北広島サッカースポーツ少年団

20 FP 渡辺　大翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 2003/05/03 中2 169 54 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 西野第二サッカースポーツ少年団

13 FP 榎　俊平 ｴﾉｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 2003/07/03 中2 165 42 北海道 アンフィニＭＡＫＩ．ＦＣ 清田南サッカースポーツ少年団

21 FP 佐藤  陽成 ｻﾄｳ ﾖｳｾｲ 2003/09/03 中2 164 53 北海道 稚内南中学校サッカー部 稚内ジュニアイレブン

27 FP 小川　聖凪 ｵｶﾞﾜ ｾﾅ 2003/09/10 中2 179 65 北海道 プログレッソ十勝ＦＣ　Ｕ－１５ 帯広フットボールクラブ ●

11 FP 明石　海月 ｱｶｼ ｶﾂﾞｷ 2003/09/11 中2 163 63 北海道 スプレッド・イーグルＦＣ函館 サン・スポーツクラブ

19 FP 菊池　季汐 ｷｸﾁ ｷｾｷ 2003/09/29 中2 165 50 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 伏古サッカースポーツ少年団 ● ● ●

18 FP 居林　聖悟 ｲﾊﾞﾔｼ ｾｲｺﾞ 2003/11/26 中2 164 56 北海道 ＥＳＦＯＲＣＯ ＦＣ砂川

38 FP 久保田 琳太 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾝﾀ 2003/12/11 中2 188 73 北海道 ＳＳＳジュニアユース ＳＳＳ札幌サッカースクール

参加選手リストU-14　東北

コーチ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ

コーチ ﾃｸﾞﾗﾓﾘ　ﾋﾛｼ

コーチ ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾃﾞｱｷ

コーチ ｺﾝﾉ ﾏﾅﾌﾞ

コーチ ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

23 GK 田中　春希 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 2003/04/23 中2 184 68 岩手県 ＭＩＲＵＭＡＥ・ＦＣ・Ｕ－１５ 軽米サッカースポーツ少年団 ● ● ● ●

1 GK 高橋　一平 ﾀｶﾊｼ ｲｯﾍﾟｲ 2003/10/02 中2 187 78 秋田県 ブラウブリッツ秋田Ｕ－１５ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団 ●

26 FP 兼田　雅史 ｶﾈﾀ ﾏｻﾌﾐ 2003/03/02 中3 173 63 岩手県
ＲＥＮＵＯＶＥＮＳ　ＯＧＡＳＡ

ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ
塩釡ＦＣ

20 FP 工藤　紫苑 ｸﾄﾞｳ ｼｵﾝ 2003/04/16 中2 171 61 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース 北六サッカースポーツ少年団

27 FP 三輪　椋平 ﾐﾜ ﾘｮｳﾍｲ 2003/04/19 中2 172 61 青森県 青森山田中学校 片岡小スポーツ少年団サッカー部 ●

19 FP 松木　玖生 ﾏﾂｷ ｸﾘｭｳ 2003/04/30 中2 170 58 青森県 青森山田中学校 室蘭大沢ＦＣ　Ｕ-１２ ● ● ●

9 FP 本田　真斗 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ 2003/05/01 中2 165 54 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース ＡＣジュニオール ● ● ●

28 FP 水津　秀斗 ｽｲﾂﾞ ｼｭｳﾄ 2003/06/09 中2 173 60 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース ベガルタ仙台ジュニア ● ● ●

10 FP ﾅﾛｯｸ・柳沢鮎太・ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ ﾅﾛｯｸ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾀ ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 2003/06/15 中2 168 56 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース プレイフル函館フットボールクラブ

29 FP 伊藤　慶亮 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 2003/06/16 中2 174 57 秋田県 ブラウブリッツ秋田Ｕ－１５ 勝平サッカースポーツ少年団 ● ●

17 FP 藤森　颯太 ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ 2003/07/17 中2 167 57 青森県 青森山田中学校 むつフットボールクラブジュニア ●

18 FP 加藤　鈴太 ｶﾄｳ ﾘﾝﾀ 2003/08/03 中2 170 56 秋田県 ブラウブリッツ秋田Ｕ－１５ ＡＦＣユーニアンＪｒ．

30 FP 増村　風月 ﾏｽﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 2003/08/18 中2 180 67 秋田県 ブラウブリッツ秋田Ｕ－１５ ニカホＷｉｎ－ｓ　ＦＣ ● ● ●

21 FP 村上　力己 ﾑﾗｶﾐ ﾘｷ 2003/06/05 中2 166 57 岩手県 MIRUMAE・FC・Ｕ－１５ ＦＣサンアルタス大船渡 ● ●

35 FP 名須川　真光 ﾅｽｶﾜ ﾏｻｷ 2003/09/16 中2 174 70 岩手県 ヴェルディサッカースクール岩手　Ｕ－１５ ヴェルディサッカースクール岩手　Ｕ－１２ ● ●

36 FP 淀川　誠珠 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 2003/11/04 中2 174 64 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース ＣＯＰＡＭＵＮＤＩＡＬ　ＦＣ　ＳＥＮＤＡＩ ● ●

尾形　行亮 JFAナショナルトレセンコーチ 北海道サブ/石狩教育局社会教育指導班

賀谷　英司 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５

結城　慎悟 ノルブリッツ北海道FC

2017ナショナルトレセンU-14後期　地域対抗戦（11/23~26）

参加選手一覧
ユニフォーム：ピンク

北原　次郎 JFAナショナルトレセンコーチ 北海道サブ/北海道コンサドーレ札幌

トレセン歴

ユニフォーム：オレンジ

鈴木　淳 JFAナショナルトレセンコーチ 東北地域統括ユースダイレクター

枝村　昭 札幌市立藻岩中学校サッカー部

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年 身長 体重

手倉森　浩 JFAナショナルトレセンコーチ 東北チーフ

穂積　英朗 福島県トレセン

今野　学 FC Estrella

都道府県 チーム名 前所属

トレセン歴

菊地　満 盛岡市立北松園中学校サッカー部

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年 身長 体重 都道府県 チーム名 前所属



参加選手リストU-14　関東

コーチ ｼﾞｮｳﾌｸ　ﾋﾛｼ

コーチ ｱﾘﾏ　ｹﾝｼﾞ

コーチ ﾑﾗﾏﾂ　ﾋﾛｼ

コーチ ﾓﾘｼﾏ　ｵｻﾑ

コーチ ﾆｼｶﾜ　ｾｲﾀﾞｲ

コーチ ｽﾐｵｶ ﾋﾃﾞﾋﾛ

コーチ ﾌｼﾞｲ ﾔｽｼ

コーチ ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ

コーチ ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

25 GK 彼島　優 ｶﾉｼﾏ ﾕｳ 2003/08/26 中2 179 64 東京都 ＦＣ東京Ｕ－１５深川 レジスタＦＣ

24 GK 高橋　楓 ﾀｶﾊｼ ｶｴﾃﾞ 2003/05/23 中2 179 66 茨城県 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 飯島南ＦＣ ● ● ● ●

16 FP 小室　愛樹 ｺﾑﾛ　ﾖｼｷ 2003/04/11 中2 164 56 神奈川県 川崎フロンターレＵ－１５ 川崎フロンターレＵ－１２

15 FP 横溝 広太 ﾖｺﾐｿﾞ ｺｳﾀ 2003/07/04 中2 164 59 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース ●

46 FP 福原　陽向 ﾌｸﾊﾗ　ﾋﾅﾀ 2003/05/09 中2 176 63 茨城県 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 鹿島アントラーズつくばジュニア ● ● ● ●

40 FP 大迫　蒼人 ｵｵｻｺ　ｱｵﾄ 2003/05/23 中2 168 59 東京都 ＦＣ東京Ｕ－１５むさし 府ロクサッカークラブ ● ●

20 FP 大矢　ショラ ｵｵﾔ　ｼｮﾗ 2003/06/03 中2 172 66 東京都 ＦＣ東京Ｕ－１５深川 ヴィルトゥスサッカークラブ ● ● ●

37 FP 髙橋　安里 ﾀｶﾊｼ　ｱﾝﾘ 2003/06/05 中2 164 49 東京都 ＦＣ東京Ｕ－１５むさし 清瀬ＦＣ ● ●

47 FP 諏訪間　幸成 ｽﾜﾏ　ｺｳｾｲ 2003/06/06 中2 179 66 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース ＦＣ六会湘南台 ●

17 FP 宮下　渓太 ﾐﾔｼﾀ　ｹｲﾀ 2003/07/01 中2 165 55 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース バディーサッカークラブ ● ●

39 FP 安田　虎士朗 ﾔｽﾀﾞ　ｺｼﾞﾛｳ 2003/08/14 中2 170 62 東京都 ＦＣ東京Ｕ－１５深川 符津スポーツ少年団サッカー部 ● ●

19 FP 山根　陸 ﾔﾏﾈ　ﾘｸ 2003/08/17 中2 169 53 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 横浜Ｆ・マリノスプライマリー ● ● ●

38 FP 角田　恵風 ﾂﾉﾀﾞ　ﾖｼｶｾﾞ 2003/08/18 中2 169 58 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜 ＳＣＨフットボールクラブ ● ●

14 FP 阿野　真拓 ｱﾉ　ﾏﾋﾛ 2003/08/30 中2 157 47 栃木県 ヴェルディサッカースクール小山 南河内サッカースポーツ少年団 ● ●

18 FP 大輪　昂星 ｵｵﾜ　ｺｳｾｲ 2004/02/11 中2 166 55 山梨県 フォルトゥナＵ－１５ フォルトゥナＵ－１２ ●

41 FP 野沢　零温 ﾉｻﾞﾜ ﾚｵ 2003/07/21 中2 171 64 東京都 ＦＣ東京Ｕ－１５深川

参加選手リストU-14　北信越

コーチ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾖｼﾑﾈ

コーチ ｸﾘﾊﾗ　ｶﾂｼ

コーチ ｴｶﾞﾜ　ﾅｵﾄ

コーチ ｱｵｷ　ﾀﾞｲｺﾞ

コーチ ﾀｶﾊｼ　ｺｳｼﾞ

コーチ ｷﾑﾗ　ﾀﾂﾛｳ

コーチ ﾀﾆｶﾜ　ﾀｶﾋﾛ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

1 GK 川﨑　淳 ｶﾜｻｷ　ｱﾂｼ 2003/07/05 中2 186 65 富山県 水橋ＦＣ　Ｕ－１５ Ｔ．ボレアーレＵＯＺＵ

25 GK 下中　凌我 ｼﾓﾅｶ ﾘｮｳｶﾞ 2003/06/23 中2 181 71 石川県 ツエーゲン金沢Ｕー１５ テイヘンズＦＣ金沢Ｕ－１２ ● ● ● ●

8 FP 石尾　空太 ｲｼｵ ｿﾗﾀ 2003/04/13 中2 163 48 石川県
Ｐａｔｅｏ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｃｌｕｂ　金沢

ジュニアユース
符津スポーツ少年団サッカー部 ●

21 FP 田村　建人 ﾀﾑﾗ　ｹﾝﾄ 2003/04/16 中2 173 57 新潟県 エボルブ　ジュニアユース・フットボールクラブ ｃｌｕｂ　Ｆ３ ●

20 FP 永井　龍之介 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 2003/05/12 中2 168 50 新潟県 アルビレックス新潟Ｕ－１５長岡 柏崎フットボールクラブ ● ● ● ●

39 FP 村田　信太郎 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 2003/05/15 中2 177 66 新潟県 アルビレックス新潟Ｕ－１５ 女池パイレーツ ● ●

38 FP 波本　頼 ﾅﾐﾓﾄ ﾗｲ 2003/06/10 中2 180 58 石川県 ツエーゲン金沢Ｕー１５ ＦＣ．ＴＯＮジュニア ●

10 FP 内藤　大夢 ﾅｲﾄｳ　ﾋﾛﾑ 2003/06/18 中2 163 51 新潟県 グランセナ新潟ＦＣジュニアユース グランセナ新潟ＦＣジュニア ● ● ●

9 FP 山本　倖生 ヤマモト　コウセイ 2003/04/21 中2 161 53 新潟県 アルビレックス新潟Ｕ－１５ グランセナ新潟ＦＣジュニア ●

12 FP 北澤　圭真 ｷﾀｻﾞﾜ　ｹｲﾏ 2003/06/28 中2 163 50 長野県 松本山雅フットボールクラブＵ－１５ 明科サッカースポーツ少年団

19 FP 不野　優聖 ﾌﾉ ﾕｳｾｲ 2003/07/01 中2 167 50 石川県 ツエーゲン金沢Ｕー１５ ＦＣ．ＴＯＮジュニア

37 FP 森田　翔 ﾓﾘﾀ ｼｮｳ 2003/07/06 中2 174 56 新潟県 アルビレックス新潟Ｕ－１５ 浜浦コスモス２００２ ● ● ● ●

35 FP 宮村　海輝 ﾐﾔﾑﾗ ｶｲｷ 2003/07/08 中2 167 60 石川県 ツエーゲン金沢Ｕー１５ フットボールクラブ湖北ジュニア

36 FP 中村　倖成 ﾅｶﾑﾗ　ｺｳｾｲ 2003/08/25 中2 169 59 富山県 カターレ富山Ｕ－１５ ウインズ小杉サッカークラブ ● ●

11 FP 中川　晟 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｮｳ 2003/12/02 中2 160 48 富山県 ＳＱＵＡＲＥ富山ＦＣ　Ｕ－１５ スクエア富山ＦＣ　Ｕ－１２ ●

18 FP 大矢　瑞樹 ｵｵﾔ ﾐｽﾞｷ 2004/03/01 中2 165 57 新潟県 アルビレックス新潟Ｕ－１５ 横越ジュニアサッカークラブ

ユニフォーム：レッド

城福　浩 JFAナショナルトレセンコーチ 関東地域統括ユースダイレクター

有馬　賢二 JFAナショナルトレセンコーチ 関東チーフ

村松　浩 JFAナショナルトレセンコーチ 関東サブ/浦和レッズ

森島　修 JFAナショナルトレセンコーチ 関東サブ/鹿島アントラーズ

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

西川　誠太 JFAナショナルトレセンコーチ

住岡　秀裕 太田市立綿打中学校サッカー部

藤井　靖 ヴェルディSS小山

身長 体重 都道府県 チーム名 前所属
トレセン歴

森田　剛史 クマガヤSC

工藤　和也 柏レイソルA.A.流山

青木　大悟 不二越工業高校サッカー部

髙橋　光司 飯田市緑ヶ丘中学校サッカー部

木村　龍朗 パテオFC

ユニフォーム：ホワイト

遠藤　善主 JFAナショナルトレセンコーチ 北信越地域統括ユースダイレクター/北信越チーフ

栗原　克志 JFAナショナルトレセンコーチ 北信越サブ/アルビレックス新潟

江川　尚人 青山FC中等部AFC94

トレセン歴

谷川　貴浩 丸岡中学校サッカー部

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年 身長 体重 都道府県 チーム名 前所属



参加選手リストU-14　東海

コーチ ｲｹｳﾁ ﾕﾀｶ

コーチ ﾊﾏｻｷ ﾖｼﾐ

コーチ ﾖﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ

コーチ ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ

コーチ ｾｷﾔ  ﾖｳﾍｲ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

24 GK
DOS SANTOS FUKUI

LEONARDO AKIRA
ﾄﾞｽｻﾝﾄｽﾌｸｲﾚｵﾅﾙﾄﾞｱｷﾗ 2003/05/03 中2 180 65 静岡県 清水エスパルスジュニアユース 大富士フットボールクラブ ● ● ● ●

23 GK 塩坂　晃輝 ｼｵｻｶ ｺｳｷ 2003/08/14 中2 172 65 静岡県 清水エスパルスジュニアユース ＲＩＳＥ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ

10 FP 酒井　陸夢 ｻｶｲ　ﾘﾑ 2003/01/24 中3 162 45 静岡県 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ 相生サッカースポーツ少年団 ●

13 FP 東　廉 ﾋｶﾞｼ ﾚﾝ 2003/03/26 中3 164 47 静岡県 清水エスパルスジュニアユース キューズＦＣ・エスパルスジュニア

11 FP 豊田　晃大 ﾄﾖﾀ ｺｳｷ 2003/04/11 中2 162 47 愛知県 名古屋グランパスＵー１５ ＦＣ　Ｒｅ：ｓｔａｒ

37 FP 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 2003/05/03 中2 165 47 静岡県 ジュビロ磐田Ｕ－１５ 浜松大瀬サッカースポーツ少年団 ●

17 FP 佐藤　大晴 ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 2003/05/13 中2 161 44 愛知県 名古屋グランパスＵー１５ 名古屋グランパスＵ１２ ● ● ●

36 FP 高柳　英二郎 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｴｲｼﾞﾛｳ 2003/05/19 中2 167 54 愛知県 ＦＣ．フェルボール愛知 西春サッカースポーツ少年団 ● ●

19 FP 金子　星太 ｶﾈｺ ｾｲﾀ 2003/06/01 中2 160 48 静岡県 清水エスパルスジュニアユース 高部ＪＦＣ ● ● ●

8 FP 清水　和馬 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 2003/06/13 中2 160 48 静岡県 静岡学園中学校サッカー部 ＦＣ　ジョガドール静岡／富士見 ● ● ● ●

21 FP 千葉　寛汰 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾀ 2003/06/17 中２ 173 63 静岡県 清水エスパルスジュニアユース 高部ＪＦＣ

12 FP 吉田　愛哉 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾔ 2003/06/19 中2 152 47 静岡県 清水エスパルスジュニアユース ● ● ● ●

18 FP 松本　皐誠 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ 2003/08/12 中2 155 43 愛知県 名古屋グランパスＵー１５ 愛宕サッカー少年団 ●

26 FP 菊地　脩太 ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 2003/08/16 中2 170 58 静岡県 清水エスパルスジュニアユース 清水クラブＳＳ ●

9 FP 鈴木　太智 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 2003/08/18 中2 158 49 愛知県 名古屋グランパスＵー１５ 名古屋グランパスＵ１２ ●

20 FP 小山　巧登 ｺﾔﾏ ﾀｸﾄ 2003/04/18 中2 176 63 愛知県 名古屋フットボールクラブ・EAST

参加選手リストU-14　関西

コーチ ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

コーチ ﾎｼﾊﾗ ﾀｶｱｷ

コーチ ｷｸﾁ ｱｷﾋﾄ

コーチ ﾑｸﾞﾙﾏ ﾀｸﾔ

コーチ ｱﾝﾗｸ ﾘｭｳｼﾞ

コーチ ﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

コーチ ｿﾀﾆ ﾐﾉﾙ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

1 GK 生嶋　健太郎 ｲｸｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 2003/05/07 中2 177 64 兵庫県 ヴィッセル神戸Ｕ－１５ 神戸フットボールクラブボーイズ ● ● ●

22 GK 山形　慈温 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼﾞｵﾝ 2003/06/26 中2 179 68 大阪府 セレッソ大阪Ｕ－１５ アイリスＦＣ住吉 ● ● ●

40 FP 浅野　直希 ｱｻﾉ ﾅｵｷ 2003/04/21 中2 167 60 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース Ｔ・フジタＳ．Ｃ．枚方　Ｕ－１２ ● ●

19 FP 平川　拓斗 ﾋﾗｶﾜ ﾀｸﾄ 2003/04/23 中2 173 59 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース 春日サントススポーツ少年団 ● ●

41 FP 田上　涼太 ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 2003/05/11 中2 175 67 大阪府 アイリスＦＣ住吉 ●

38 FP 檀野　世那 ﾀﾞﾝﾉ ｾﾅ 2003/05/25 中2 163 56 兵庫県 ヴィッセル神戸伊丹Ｕ－１５ 盾津東フットボールクラブ

49 FP 尾崎　優成 ｵｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 2003/07/26 中2 183 67 兵庫県 ヴィッセル神戸Ｕ－１５ ウッディサッカークラブ ● ● ●

42 FP 下川　陽輝 ｼﾓｶﾜ ﾊﾙｷ 2003/08/20 中2 179 65 大阪府 セレッソ大阪Ｕ－１５ セレッソ大阪Ｕ－１２ ● ● ●

16 FP 中村　仁郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾛｳ 2003/08/22 中2 164 55 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース ダックサッカークラブ ● ● ● ●

18 FP 恒岡　大雄 ﾂﾈｵｶ ﾀｵ 2003/08/28 中2 172 64 大阪府 セレッソ大阪Ｕ－１５ Ｆ．Ｆ．Ｃ．ＳＥＬＥＣＡＯ ● ● ● ●

17 FP 向井　　颯 ﾑｶｲ ﾊﾔﾃ 2003/10/01 中2 170 56 大阪府 セレッソ大阪Ｕ－１５ ジョイナスフットボールクラブ ● ● ●

37 FP 岡澤　昂星 ｵｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 2003/10/22 中2 163 54 大阪府 セレッソ大阪　西Ｕ－１５ 大和田ＳＳＣ

47 FP 倉田　流宇 ｸﾗﾀ ﾘｭｳ 2003/10/27 中2 170 65 兵庫県 ヴィッセル神戸Ｕ－１５ 洲本フットボールクラブ

39 FP 遠山　悠希 ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 2003/11/06 中2 168 60 京都府 京都サンガＦ．Ｃ．Ｕ－１５ 西野サッカースポーツ少年団 ● ● ● ●

46 FP 仁科　星哉 ﾆｼﾅ ｾｲﾔ 2003/11/15 中2 170 63 兵庫県 ヴィッセル神戸Ｕ－１５ 神戸コスモＦＣ ● ● ● ●

48 FP 真鍋　隼虎 ﾏﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 2004/01/02 中2 176 63 大阪府 高槻フットボールクラブジュニアユース 高槻フットボールクラブ

ユニフォーム：スカイブルー

池内　豊 JFAナショナルトレセンコーチ 東海地域統括ユースダイレクター

濱崎　芳己 JFAナショナルトレセンコーチ 東海チーフ

依田　光正 名古屋グランパス

安藤　信也 ジュビロ磐田

トレセン歴

ユニフォーム：グリーン

松田　浩 JFAナショナルトレセンコーチ 関西地域統括ユースダイレクター

関谷　洋平 清水エスパルスジュニアユース

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年 身長 体重

星原　隆昭 JFAナショナルトレセンコーチ 関西チーフ

菊池　彰人 JFAナショナルトレセンコーチ 関西サブ/ヴィッセル神戸

六車　拓也 セレッソ大阪西U-15

都道府県 チーム名 前所属

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

安楽　竜二 レオSC

田川　太知 F.C.Lazo

曾谷　実 神戸ＦＣ

身長 体重 都道府県 チーム名 前所属
トレセン歴



参加選手リストU-14　中国

コーチ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾖﾘ

コーチ ﾘｬﾝ ｷｭｻ

コーチ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

コーチ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ

コーチ ｲﾜｼﾛ ﾂﾊﾞｻ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

22 GK 波多野　崇史 ﾊﾀﾉ ｿｳｼ 2003/07/14 中2 174 63 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース ＡＣ　ＣＡＶＡＴＩＮＡ広島 ● ●

1 GK 宮本　駿世 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾔｾ 2003/05/20 中2 176 63 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース 鴎州サッカークラブ ● ● ●

19 FP 田中　誠太郎 ﾀﾅｶｾｲﾀﾛｳ 2003/01/07 中3 174 62 山口県 高川学園中学校 セイザンＦＣ　Ｕ－１２

32 FP 三原　弘稀 ﾐﾊﾗｺｳｷ 2003/04/06 中2 164 54 島根県 サンフレッチェくにびきフットボールクラブ 大社少年サッカークラブ ●

8 FP 小山　聖也 ｺﾔﾏｼｮｳﾔ 2003/04/21 中2 171 55 山口県 クレフィオ山口ＦＣ 船木サッカースポーツ少年団

36 FP 入江　大雅 ｲﾘｴ ﾀｲｶﾞ 2003/04/25 中2 165 54 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース Ｆ．Ｃ速谷 ● ●

27 FP 寺岡　潤一郎 ﾃﾗｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 2003/05/07 中2 165 53 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース セントラル吉島フットボールクラブ ●

21 FP 田部　健斗 ﾀﾍﾞｹﾝﾄ 2003/05/17 中2 163 55 広島県 シーガル広島ＪＹ シーガル広島 ● ●

7 FP 高岩　流星 ﾀｶｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 2003/05/24 中2 173 56 岡山県 ファジアーノ岡山　Ｕ－１５ オオタフットボールクラブ

30 FP 中原　優心 ﾅｶﾊﾗﾕｳｼﾝ 2003/05/29 中2 170 56 山口県 レノファ山口　ＦＣ　Ｕ－１５ 西岐波少年サッカークラブ ● ● ●

28 FP 棚田　遼 ﾀﾅﾀﾞ ﾘｮｳ 2003/06/19 中2 161 50 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース シーガル広島 ● ● ●

6 FP 光永　大晟 ﾐﾂﾅｶﾞﾀｲｾｲ 2003/07/02 中2 158 45 山口県 レノファ山口　ＦＣ　Ｕ－１５ レオーネ山口Ｕ－１２ ●

26 FP 山本　　凜 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 2003/07/24 中2 158 53 岡山県 ファジアーノ岡山U-15 ＦＣリベルタ ● ●

29 FP 梁　　大翔 ﾘｮｳ ﾋﾛﾄ 2003/09/02 中2 168 60 岡山県 ファジアーノ岡山U-15 オオタフットボールクラブ ● ●

20 FP 市河　太一 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 2004/02/03 中2 160 51 岡山県 ファジアーノ岡山U-15 ＦＣリベルタ

31 FP 金坂　励耶 ｶﾈｻｶ ﾚｲﾔ 2004/02/17 中2 168 65 島根県 サンフレッチェくにびきフットボールクラブ 大社少年サッカークラブ

参加選手リストU-14　四国

コーチ ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ

コーチ ｲｽﾞﾐ ｼｹﾞﾅﾘ

コーチ ﾂｻﾞｷ ｺｳﾍｲ

コーチ ｶｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

コーチ ｱｲﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

22 GK 谷口　璃成 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｯｾｲ 2003/06/07 中2 185 60 香川県 高松市立勝賀中学校サッカー部 香西Ｓ．Ｓ．Ｓ．

1 GK 田中　藍人 ﾀﾅｶ ｱｲﾄ 2003/04/24 中2 174 60 愛媛県 愛媛ＦＣ　Ｕ－１５ 三津浜サッカークラブ ● ● ●

20 FP 菅野　翔斗 ｶﾝﾉ ﾀｹﾄ 2003/01/02 中3 173 65 愛媛県 ＦＣ．Ｌｉｖｅｎｔ 三津浜サッカークラブ

12 FP 藤田　樹 ﾌｼﾞﾀ ﾐｷ 2003/02/06 中3 173 53 徳島県 徳島ヴォルティスジュニアユース 助任サッカークラブ

18 FP 髙瀨　太聖 ﾀｶｾ ﾀｲｾｲ 2003/02/08 中3 165 52 愛媛県 今治市立日吉中学校サッカー部 今治市サッカ－スポ－ツ少年団　ＮＯＲＴＨ ● ●

34 FP 吉田　光 ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 2003/02/28 中3 166 57 香川県 ＦＣ　ディアモ 三木フットボールクラブ ● ● ●

35 FP 久保　一輝 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 2003/04/06 中2 170 69 愛媛県 ＦＣゼブラ 喜多サッカースポーツ少年団

26 FP 梶原　彗汰 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 2003/04/27 中2 173 60 愛媛県 愛媛ＦＣ　Ｕ－１５　新居浜 新居浜市少年サッカースクール宮西教室 ● ● ●

21 FP 佐藤　悠安 ｻﾄｳ ﾕｱﾝ 2003/04/30 中2 169 57 徳島県 徳島ヴォルティスジュニアユース 徳島ＹＭＣＡサッカークラブ ●

10 FP 高田　大鳳 ﾀｶﾀ ﾀｲｵｳ 2003/05/14 中2 156 50 香川県 徳島ヴォルティスジュニアユース 北島少年サッカースクール ● ● ●

37 FP 吉田　来綺 ﾖｼﾀﾞ ﾗｲｷ 2003/05/30 中2 175 58 香川県 ＦＣ　リフォルマ 国分寺サッカースポーツ少年団 ● ● ● ●

19 FP 大石　稜也 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾔ 2003/06/09 中2 167 59 高知県 明徳義塾中学校 香我美サッカークラブ ● ●

36 FP 佐川　玲史 ｻｶﾞﾜ ﾚｲｼﾞ 2003/07/17 中2 175 62 愛媛県 松山市立小野中学校 小野フットボールクラブ ● ●

27 FP 中尾　海世 ﾅｶｵ ｶｲｾｲ 2003/08/02 中2 172 60 徳島県 プルミエール徳島サッカークラブ ＣＳＰサッカーアカデミー

17 FP 大本　智也 ｵｵﾓﾄ ﾄﾓﾔ 2003/08/05 中2 164 53 徳島県 徳島ヴォルティスジュニアユース Ｅｓｐａｄａ　ＦＣ ●

11 FP 森　怜太郎 ﾓﾘ ﾚﾝﾀﾛｳ 2003/11/03 中2 170 53 香川県 カマタマーレ讃岐　Ｕ－１５ 屋島サッカースポーツ少年団

ユニフォーム：パープル

望月　一頼 JFAナショナルトレセンコーチ 中国地域統括ユースダイレクター/中国チーフ

梁　圭史 JFAナショナルトレセンコーチ 中国サブ

伊藤　淳一 島根県トレセン

柴田　浩兵 鳥取県立米子西高等学校サッカー部

岩城　翼 安芸地区トレセン

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

ユニフォーム：ネイビー

大橋　浩司 JFAナショナルトレセンコーチ 四国地域統括ユースダイレクター

和泉　茂徳 JFAナショナルトレセンコーチ 四国チーフ

津﨑　浩平 徳島県トレセン

身長 体重 都道府県 チーム名 前所属
トレセン歴

加賀山　和宏 鬼北町立広見中学校サッカー部

相原　昌彦 松山ＳＳ

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年 身長 体重 都道府県 チーム名 前所属
トレセン歴



参加選手リストU-14 九州

コーチ ｼﾏﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ

コーチ ﾃﾗﾐﾈ ｱｷﾗ

コーチ ｱﾗｶｷ　ﾔｽｼ

コーチ ﾋﾛｼ　ﾅｵﾔ

コーチ ｺｲｼ　ｹﾝｲﾁ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

24 GK 北里　大地 ｷﾀｻﾞﾄ ﾀﾞｲﾁ 2003/06/11 中2 179 60 熊本 ロアッソ熊本ジュニアユース リベルタ北熊本Ｆ．Ｃ． ● ●

25 GK 吉村　耕一 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 2003/06/20 中2 183 67 鹿児島 鹿児島ユナイテッドＦＣ　Ｕ－１５ プレジール鹿児島

19 FP 中村　尚輝 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 2003/04/04 中2 163 52 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ ＦＣ　ＢＩＧＷＡＶＥ（Ｕ１２） ● ● ● ●

18 FP 木脇　蓮苑 ｷﾜｷ ﾚｵﾝ 2003/04/05 中2 163 53 宮崎 日章学園中学校 木之川内サッカースポーツ少年団 ● ●

16 FP 砂川　海人 ｽﾅｶﾞﾜ ｶｲﾄ 2003/04/12 中2 161 52 福岡 アビスパ福岡Ｕ―１５ 東月隈ＦＣ　ＦＯＲＥＳＴ　ＨＡＫＡＴＡ ● ●

26 FP 平島　諒多 ﾋﾗｼﾏ ﾘｮｳﾀ 2003/04/19 中2 167 58 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ 久留米フットボールクラブ ● ● ● ●

11 FP 橋　天飛磨 ﾊｼ ﾃﾝﾏ 2003/05/22 中3 161 50 宮崎 日章学園中等部 ● ●

35 FP 山根　顕星 ﾔﾏﾈ ｹﾝｾｲ 2003/04/30 中2 176 62 福岡 アビスパ福岡Ｕ―１５ 宮田フットボールクラブ ●

20 FP 儀間　陸斗 ｷﾞﾏ ﾘｸﾄ 2003/05/13 中2 168 50 沖縄 ＦＣ琉球　Ｕー１５ フェルサＦＣ ● ●

27 FP 前里　裕希 ﾏｴｻﾞﾄ ﾕｳｷ 2003/05/17 中2 168 63 沖縄 ＦＣ琉球　Ｕー１５ グランフォルティス沖縄ジュニア ●

17 FP 大渕　来珠 ｵｵﾌﾞﾁ ﾗｲｼﾞｭ 2003/07/21 中2 166 55 福岡 PLEASURE SC U-15 サガン鳥栖U15 ● ● ●

28 FP 段上　直樹 ﾀﾞﾝｶﾞﾐ ﾅｵｷ 2003/07/09 中2 177 63 福岡 アビスパ福岡Ｕ―１５ ＣＬＵＢ東福岡ジュニア

21 FP 中野　伸哉 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ 2003/08/17 中2 167 51 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ 思斉館ＦＣ ●

13 FP 屋敷　優成 ﾔｼｷ ﾕｳｾｲ 2003/10/18 中2 151 41 大分 大分トリニータＵ－１５宇佐 和田・如水少年サッカークラブ ● ●

12 FP 藤井　楓 ﾌｼﾞｲ ｶｴﾃﾞ 2003/12/18 中2 160 52 福岡 小倉南フットボールクラブジュニアユース 小倉南フットボールクラブジュニア ● ●

34 FP 中平　優汰 ﾅｶﾋﾗ ﾏｻﾀ 2004/01/29 中2 174 61 沖縄 ＦＣ琉球　Ｕー１５ 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜

参加選手リストU-14 JFAアカデミー

コーチ ﾋﾛﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ

コーチ ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｭｳｽｹ

コーチ ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｳﾍｲ

2017前期 2016後期 2016前期 2015FFP

34 GK 大畑 神唯 ｵｵﾊﾀ　ｶﾑｲ 2003/04/10 2年 173 65 島根 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ 津宮フットボールクラブ ● ● ● ●

23 GK 山科 佑太郎 ﾔﾏｼﾅ　ﾕｳﾀﾛｳ 2003/07/20 2年 177 64 北海道 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ プレイフル函館フットボールクラブ ●

17 FP 石山 莞太郎 ｲｼﾔﾏ　ｶﾝﾀﾛｳ 2003/10/24 2年 158 48 東京 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ＪＡＣＰＡ東京ＦＣ ● ● ● ●

18 FP 大氏 凛州 ｵｵｳｼﾞﾘﾝｼｭｳ 2003/05/14 2年 162 54 兵庫 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ 泉ＦＣＪｒ ●

20 FP 菊池 翔 ｷｸﾁ　ｶｹﾙ 2003/06/25 2年 163 47 茨城 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ＦＣ　ａｄｉｃｉｏｎ ●

22 FP 柴山 優汰 ｼﾊﾞﾔﾏﾕｳﾀ 2003/04/15 2年 172 57 栃木 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ＦＣアネーロ宇都宮・Ｕ－１２ ●

26 FP 久永 瑠音 ﾋｻﾅｶﾞﾙｵﾝ 2004/03/04 2年 164 50 栃木 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ともぞうサッカークラブ ● ● ●

27 FP 本保 奏希 ﾎﾝﾎﾞｶﾅｷ 2003/10/28 2年 163 43 群馬 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ホワイトスター ● ● ●

28 FP 松田 隼風 ﾏﾂﾀﾞﾊﾔﾃ 2003/10/02 2年 160 43 北海道 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ プレイフル函館フットボールクラブ ● ●

29 FP 宮永 羚進 ﾐﾔﾅｶﾞﾚｲｼﾝ 2003/10/21 2年 175 58 岡山 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ Ｊフィールド岡山ジュニア ●

30 FP 山之内 佑成 ﾔﾏﾉｳﾁ　ﾕｳｾｲ 2003/09/01 2年 163 50 愛知 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ Ｆ．Ｃ．ＤＩＶＩＮＥ ● ●

31 FP 吉川 敬進 ﾖｼｶﾜ　ｹｲｼﾝ 2003/07/26 2年 155 38 北海道 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ 室蘭大沢ＦＣ　Ｕ-１２ ● ●

24 FP 向井　貴都 ﾑｶｲ　ﾀｶﾄ 2003/08/03 2年 165 60 福岡県 川崎ＦＣ 宮田フットボールクラブ ● ●

25 FP 宮﨑　慎 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝ 2003/08/30 2年 167 53 佐賀県 ＦＣソレイユ２００８ ＦＣ　ソレイユ ●

32 FP 佐藤　璃樹 ｻﾄｳ ﾘｷ 2003/11/30 2年 159 48 鹿児島県 ＦＣアラーラ鹿児島　Ｕ－１５ ＳＣ．ＳＦＩＤＡ八幡城南 ● ●

33 FP 森田　大智 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 2003/06/18 2年 156 43 熊本県
ＦＣＫ　ＭＡＲＲＹ　ＧＯＬＤ　ＡＭＡＫＵＳＡ

Ｕ１５
ディラネーロ天草 ● ● ●

ユニフォーム：ブルー

島田　信幸 JFAナショナルトレセンコーチ 九州地域統括ユースダイレクター/九州チーフ

寺峰　輝 JFAナショナルトレセンコーチ 九州サブ

新垣　泰司 那覇市立寄宮中学校サッカー部

廣　直哉 大隅町立第一佐多中学校サッカー部

小石　健一 北九州市立高見中学校サッカー部

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

ユニフォーム：ブルー/ホワイト

廣山　望  JFAアカデミー福島

藤代　隆介  JFAアカデミー福島

西條　祐平  JFAアカデミー熊本宇城

身長 体重 都道府県 チーム名 前所属
トレセン歴

身長 体重 都道府県 チーム名 前所属
トレセン歴

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年



参加選手リストU-13　北海道

コーチ ｷﾀﾊﾗ　ｼﾞﾛｳ

コーチ ｵｶﾞﾀ　ｷﾞｮｳｽｹ

コーチ ｶﾞﾔ  ｴｲｼﾞ

コーチ ﾕｳｷ　ｼﾝｺﾞ

コーチ ｴﾀﾞﾑﾗ  ｱｷﾗ

2017前期 2016FFP

1 GK 小林　響 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ 2004/06/13 中1 161 48 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 清田南サッカースポーツ少年団

22 GK 斉藤　孝祐 ｻｲﾄｳ　ｺｳｽｹ 2004/08/23 中1 174 53 北海道 北海道コンサドーレ旭川Ｕー１５ 朝日サッカー少年団

3 FP 田村　朋也 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 2004/04/06 中1 149 36 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ コンサドーレ札幌Ｕ－１２ ● ●

17 FP 西田　将也 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 2004/04/12 中1 165 48 北海道 ジェネラーレ室蘭Ｕー１５ 室蘭大沢ＦＣ　Ｕ-１２ ●

5 FP 漆舘　拳大 ｳﾙｼﾀﾞﾃ ｹﾝﾀ 2004/04/22 中1 160 47 北海道 ＤＯＨＴＯＪｒユース ＤＯＨＴＯＪｒＵ－１２ ● ●

4 FP 阿部　駿也 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 2004/05/04 中1 169 55 北海道 ＳＳＳジュニアユース ＳＳＳ札幌サッカースクール ● ●

16 FP 鈴木　颯 ｽｽﾞｷ ｿｳ 2004/05/04 中1 155 42 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 上江別Ｊｒ．ＦＣ ●

15 FP 櫻井　　廉 ｻｸﾗｲ ﾚﾝ 2004/05/17 中1 160 53 北海道 北海道コンサドーレ旭川Ｕー１５ エスピーダ旭川

7 FP 西野　奨太 ﾆｼﾉ ｼｮｳﾀ 2004/05/28 中1 163 48 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１２ ● ●

8 FP 佐藤　未来也 ｻﾄｳ ﾐｸﾔ 2004/06/01 中1 167 51 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１２

2 FP 赤須　真登 ｱｶｽ ﾏﾅﾄ 2004/06/16 中1 149 39 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 元町ＦＣ ●

14 FP 三浦　資生 ﾐｳﾗ ｼｾｲ 2004/06/20 中1 161 48 北海道 クラブフィールズＵ－１５ フットボールクラブ大曲ジュニア

6 FP 佐々木　奏太 ｻｻｷ ｿｳﾀ 2005/02/19 中1 166 48 北海道 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 清田南サッカースポーツ少年団

参加選手リストU-13　東北

コーチ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ

コーチ ﾃｸﾞﾗﾓﾘ　ﾋﾛｼ

コーチ ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾃﾞｱｷ

コーチ ｺﾝﾉ ﾏﾅﾌﾞ

コーチ ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ

2017前期 2016FFP

25 GK 柿崎　健太 ｶｷｻﾞｷ ｹﾝﾀ 2004/11/04 中1 164 45 秋田県 ブラウブリッツ秋田Ｕ－１５ 湯沢ＦＣサンマリッツ

23 GK 志田　旭 ｼﾀﾞ ｱｻﾋ 2004/08/06 中1 178 66 山形県 モンテディオ山形ジュニアユース村山 ながいユナイテッドフットボールクラブ ●

3 FP 柳　欧治郎 ﾔﾅｷﾞ ｵｳｼﾞﾛｳ 2004/04/02 中1 158 48 青森県 ウインズフットボールクラブ　Ｕ－１５ 岡三沢サッカースポーツ少年団 ● ●

5 FP 柏木　陽良 ｶｼﾜｷﾞ ﾋｲﾛ 2004/04/13 中1 160 49 岩手県
ＲＥＮＵＯＶＥＮＳ　ＯＧＡＳＡ　ＦＯＯＴＢＡ

ＬＬ　ＣＬＵＢ
鵜飼サッカークラブ ●

14 FP 三橋　春希 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙｷ 2004/05/04 中1 164 47 青森県 青森山田中学校 尾上ＳＣ ● ●

4 FP 小野　亮輔 ｵﾉ ﾘｮｳｽｹ 2004/05/13 中1 160 49 秋田県 ブラウブリッツ秋田Ｕ－１５ 仁井田レッドスターズサッカー少年団 ●

34 FP 佐藤　怜司 ｻﾄｳ ﾚｲｼﾞ 2004/05/14 中1 175 62 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース ＦＣ．ＫＡＭＵＲＩ

2 FP 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 2004/06/07 中1 156 44 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース ベガルタ仙台ジュニア ●

7 FP 大友　侑也 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾔ 2004/06/12 中1 163 54 秋田県 ブラウブリッツ秋田Ｕ－１５ 飯島南ＦＣ ●

8 FP 長阪　椎真 ﾅｶﾞｻｶ ｼｲﾏ 2004/06/23 中1 163 48 青森県 青森山田中学校 入江サッカースポーツ少年団

15 FP 小松　朝陽 ｺﾏﾂ ｱｻﾋ 2004/08/15 中1 165 57 秋田県 ブラウブリッツ秋田Ｕ－１５ 秋田ロク・フットボールクラブ ● ●

16 FP 加藤　岳 ｶﾄｳ ｶﾞｸ 2004/08/30 中1 173 57 宮城県 ＦＣみやぎバルセロナ ＣＯＰＡＭＵＮＤＩＡＬ　ＦＣ　ＳＥＮＤＡＩ

6 FP 早坂　優空 ﾊﾔｻｶ ﾕｳｸ 2004/12/28 中1 162 53 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース 塩釡ＦＣ ● ●

参加選手リストU-13　関東-1

コーチ ｼﾞｮｳﾌｸ　ﾋﾛｼ

コーチ ｱﾘﾏ　ｹﾝｼﾞ

コーチ ﾑﾗﾏﾂ　ﾋﾛｼ

コーチ ﾓﾘｼﾏ　ｵｻﾑ

コーチ ﾆｼｶﾜ　ｾｲﾀﾞｲ

コーチ ｽﾐｵｶ ﾋﾃﾞﾋﾛ

コーチ ﾌｼﾞｲ ﾔｽｼ

コーチ ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ

コーチ ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ

2017前期 2016FFP

25 GK 長田　澪 ﾅｶﾞﾀ ﾐｵ 2004/04/16 中1 183 65 神奈川県 川崎フロンターレＵ－１５ 川崎フロンターレＵ－１２ ●

24 GK 松澤　隼人 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 2004/05/24 中1 171 60 山梨県 ヴァンフォーレ甲府Ｕ－１５ ＦＣジョカーレ ●

4 FP 小原　由敬 ｵﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｶ 2004/01/20 中1 166 56 東京都 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 横浜Ｆ・マリノスプライマリー ● 2016後期参加

2 FP 川村　舞弥 ｶﾜﾑﾗ ﾏｲﾔ 2004/04/11 中1 156 46 山梨県 Ｕスポーツクラブ ● ●

29 FP 坂本 健 ｻｶﾓﾄ ｹﾝ 2004/05/01 中1 163 48 千葉県 エム・イー・エス千葉　ＶＩＴＴＯＲＩＡＳ ＦＣ　 エム・イー・エス千葉　ＶＩＴＴＯＲＩＡＳ　ＦＣ．Ｊｒ ●

6 FP 大川　廉 ｵｵｶﾜ ﾚﾝ 2004/05/09 中1 170 51 茨城県 鹿島アントラーズジュニアユース 波野サッカースポーツ少年団 ●

5 FP 江座　凜太朗  ｴｻﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 2004/06/25 中1 168 55 千葉県 ＦＣ東京Ｕ－１５深川 レジスタＦＣ

7 FP 内藤　大和 ﾅｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 2004/07/14 中1 171 63 山梨県 ヴァンフォーレ甲府Ｕ－１５ ヴァンフォーレ甲府Ｕ－１２ ● ●

3 FP 斎藤　勇真 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 2004/08/27 中1 159 47 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 本町サッカー少年団

30 FP 岩崎　壮真 ｲﾜｻｷ ｿｳﾏ 2004/09/16 中1 164 49 東京都 東京ヴェルディジュニアユース 東京ヴェルディジュニア ● ●

31 FP 相徳　青伊 ｱｲﾄｸ ｾｲ 2004/09/16 中1 168 55 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜 横浜すみれサッカークラブ

32 FP 加藤 大聖 ｶﾄｳ ﾀｲｾｲ 2004/11/13 中1 168 52 栃木県 ヴェルディサッカースクール小山 ＴＥＡＭ　リフレＳＣ

28 FP 篠田 翼 ｼﾉﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 2005/03/24 中1 156 48 埼玉県 FCLAVIDA レジスタFC

ユニフォーム：ピンク

北原　次郎 JFAナショナルトレセンコーチ 北海道サブ/北海道コンサドーレ札幌

尾形　行亮 JFAナショナルトレセンコーチ 北海道サブ/石狩教育局社会教育指導班

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

賀谷　英司 北海道コンサドーレ札幌Ｕ－１５

結城　慎悟 ノルブリッツ北海道FC

枝村　昭 札幌市立藻岩中学校サッカー部

ユニフォーム：オレンジ

鈴木　淳 JFAナショナルトレセンコーチ 東北地域統括ユースダイレクター

手倉森　浩 JFAナショナルトレセンコーチ 東北チーフ

穂積　英朗 福島県トレセン

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

今野　学 FC Estrella

菊地　満 盛岡市立北松園中学校サッカー部

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

ユニフォーム：レッド

城福　浩 JFAナショナルトレセンコーチ 関東地域統括ユースダイレクター

有馬　賢二 JFAナショナルトレセンコーチ 関東チーフ

村松　浩 JFAナショナルトレセンコーチ 関東サブ/浦和レッズ

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

藤井　靖 ヴェルディSS小山

森田　剛史 クマガヤSC

工藤　和也 柏レイソルA.A.流山

森島　修 JFAナショナルトレセンコーチ 関東サブ/鹿島アントラーズ

西川　誠太 JFAナショナルトレセンコーチ

住岡　秀裕 太田市立綿打中学校サッカー部

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年



参加選手リストU-13　関東-2

2017前期 2016FFP

25 GK 辻　大成 ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ  2004/05/23 中1 174 65 東京都 東京武蔵野シティフットボールクラブＵ－１５ 横河武蔵野フットボールクラブジュニア ● ●

24 GK 滝　駿太 ﾀｷ ｼｭﾝﾀ 2004/08/20 中1 170 54 東京都 東京ヴェルディジュニアユース ＦＣ８５オールスターズ

12 FP 大橋　円人 ｵｵﾊｼ ﾏﾙﾄ  2004/02/12 中1 156 43 埼玉県 ＧＲＡＮＤＥ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ ＦＣクラッキ ●

13 FP 島田　春人 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 2004/04/19 中1 157 45 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 横浜Ｆ・マリノスプライマリー ● ●

9 FP 菊池　陽也 ｷｸﾁ ﾊﾙﾔ 2004/04/21 中1 155 50 栃木県 栃木サッカークラブ　ジュニアユース ＦＣアネーロ宇都宮・Ｕ－１２

11 FP 松村　晃助 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ 2004/05/02 中1 156 43 東京都 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 横浜Ｆ・マリノスプライマリー ● ●

10 FP 眞玉橋 宏亮 ﾏﾀﾊｼ ﾋﾛｱｷ 2004/05/12 中1 155 50 神奈川県
ＴＯＫＹＵ　ｓｐｏｒｔｓ　ｓｙｓｔｅｍ　Ｒｅｙ

ｅｓ　ＦＣ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ
大沼サッカースポーツ少年団

33 FP 櫻井 大樹 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｷ 2004/05/13 中1 163 48 東京都 三菱養和サッカークラブ　調布ジュニアユース 若葉サッカークラブ

36 FP 武田　絢介 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｽｹ   2004/5/21 中1 170 52 東京都 東京ヴェルディジュニアユース 東京ヴェルディジュニア ● ●

45 FP 内野　航太郎 ｳﾁﾉ ｺｳﾀﾛｳ 2004/06/19 中1 169 57 神奈川県 横浜Ｆ・マリノスジュニアユース ＳＣＨフットボールクラブ ● ●

8 FP 川地　皓 ｶﾜｼﾞ ｺｳ 2004/08/28 中1 151 44 東京都 ＦＣ東京Ｕ－１５深川 レジスタＦＣ ●

34 FP 山内　恭輔 ﾔﾏｳﾁ ｷｮｳｽｹ 2004/11/25 中1 166 56 群馬県 前橋フットボールクラブ ＦＣブルーストライカーズ ●

35 FP 佐藤 海空斗 ｻﾄｳ ﾐｸﾄ 2004/12/03 中1 167 64 埼玉県 ＦＣ　ＬＡＶＩＤＡ 松伏ＦＣスポーツ少年団

参加選手リストU-13　北信越

コーチ ｴﾝﾄﾞｳ　ﾖｼﾑﾈ

コーチ ｸﾘﾊﾗ　ｶﾂｼ

コーチ ｴｶﾞﾜ　ﾅｵﾄ

コーチ ｱｵｷ　ﾀﾞｲｺﾞ

コーチ ﾀｶﾊｼ　ｺｳｼﾞ

コーチ ｷﾑﾗ　ﾀﾂﾛｳ

コーチ ﾀﾆｶﾜ　ﾀｶﾋﾛ

2017前期 2016FFP

24 GK 鈴木　翔太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 2004/05/13 中1 165 48 新潟県 長岡ジュニアユースフットボールクラブ 長岡ジュニアユースフットボールクラブＵ－１２ ●

25 GK 岡本　倖大 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀ 2004/06/23 中1 169 53 長野県 松本山雅フットボールクラブＵ－１５ 松本山雅フットボールクラブＵ－１２

34 FP 古俣　優樹 ｺﾏﾀ ﾕｳｷ 2004/04/04 中1 167 57 新潟県 アルビレックス新潟Ｕ－１５ パストゥーディオ新潟ＦＣＪｒ

6 FP 足立　瀬名 ｱﾀﾞﾁ ｾﾅ 2004/04/17 中1 164 47 新潟県 長岡ジュニアユースフットボールクラブ 分水フットボールクラブジュニア

3 FP 磯部 礼恩 ｲｿﾍﾞ ﾚｵﾝ 2004/05/14 中1 155 44 長野県 松本山雅フットボールクラブＵ－１５ 松本山雅フットボールクラブＵ－１２ ● ●

2 FP 岩田　桂立　 ｲﾜﾀ ｹｲﾀﾂ 2004/05/20 中1 145 33 富山県 カターレ富山Ｕ－１５ ヴァリエンテ富山ジュニア

16 FP 西村　涼 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 2004/06/01 中1 160 50 新潟県 アルビレックス新潟Ｕ－１５ ｃｌｕｂ　Ｆ３

17 FP 淺井 怜央 ｱｻｲ ﾚｵ 2004/06/01 中1 163 56 富山県 カターレ富山Ｕ－１５ 大門少年サッカークラブ ●

7 FP 野口　来夢 ﾉｸﾞﾁ ﾗｲﾑ 2004/06/06 中1 165 55 新潟県 長岡ジュニアユースフットボールクラブ 長岡ジュニアユースフットボールクラブＵ－１２ ●

5 FP 梅本　翔一郎 ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 2004/07/13 中1 162 50 長野県 松本山雅フットボールクラブＵ－１５ ＦＤ長地フットボールクラブ ●

4 FP 岡山　琉斗 ｵｶﾔﾏ ﾘｭｳﾄ 2004/10/22 中1 162 47 新潟県 長岡ジュニアユースフットボールクラブ Ｊドリーム三条 ● ●

14 FP 髙崎　福人 ﾀｶｻｷ ﾌｸﾄ 2004/11/08 中1 158 51 新潟県 アルビレックス新潟Ｕ－１５ アルビレックス新潟Ｕ－１２

15 FP 五十嵐　丈一郎 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 2005/03/27 中1 158 43 富山県 ＳＱＵＡＲＥ富山ＦＣ　Ｕ－１５ スクエア富山ＦＣ　Ｕ－１２ ●

参加選手リストU-13　東海

コーチ ｲｹｳﾁ ﾕﾀｶ

コーチ ﾊﾏｻｷ ﾖｼﾐ

コーチ ﾖﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ

コーチ ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ

コーチ ｾｷﾔ  ﾖｳﾍｲ

2017前期 2016FFP

23 GK 田邉　右京 ﾀﾅﾍﾞ ｳｷｮｳ 2004/04/12 中1 168 47 静岡県 清水エスパルスジュニアユース 高部ＪＦＣ ●

22 GK 鈴木　廉太郎 ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾀﾛｳ 2004/07/03 中1 158 51 愛知県 刈谷ＪＹ 津田フットボールクラブ ●

6 FP 塩崎　俊輔 ｼｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 2004/02/13 中2 164 52 静岡県 清水エスパルスジュニアユース 清水クラブＳＳ

3 FP 山田　理矩 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 2004/05/15 中1 153 48 静岡県 清水エスパルスジュニアユース ● ●

15 FP 渡邉　春翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾄ 2004/04/07 中1 152 41 静岡県 静岡学園中学校サッカー部 ヴァンフォーレ甲府Ｕ－１２ ●

34 FP 斉藤　柚樹 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ 2004/04/14 中1 169 63 静岡県 清水エスパルスジュニアユース 入江サッカースポーツ少年団 ●

5 FP 井藤　璃人 ｲﾌｼﾞ ﾘﾋﾄ 2004/05/02 中1 157 47 愛知県 シルフィードフットボールクラブ シルフィードＦＣ

14 FP 前田　翔 ﾏｴﾀﾞ ｶｹﾙ 2004/11/07 中1 153 48 静岡県 ジュビロ磐田U-15

16 FP 十河　拓平 ｿｺﾞｳ ﾀｯﾍﾟｲ 2004/05/11 中1 166 50 愛知県 刈谷ＪＹ マルヤスフットボールクラブ８３ジュニア

2 FP 松本　大樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 2004/06/06 中１ 151 41 愛知県 Ｆ．Ｃ．ＴＷＩＮＳ．愛知 ● ●

7 FP 佐藤　尚生 ｻﾄｳ ﾋｻｷ 2004/07/11 中1 164 45 三重県 Ｈ＆ＡＦＣジュニアユース 津田フットボールクラブ

4 FP 西　凜誓 ﾆｼ ﾘﾝｾｲ 2004/08/14 中1 160 46 愛知県 名古屋グランパスＵー１５ 名古屋グランパスＵ１２ ●

35 FP 竹内　諒太郎 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 2004/09/05 中1 170 56 愛知県 ＦＣ．フェルボール愛知 守山フットボールクラブＵ１２ ● ●

参加選手リストU-13　関西-1

コーチ ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

コーチ ﾎｼﾊﾗ ﾀｶｱｷ

コーチ ｷｸﾁ ｱｷﾋﾄ

コーチ ﾑｸﾞﾙﾏ ﾀｸﾔ

コーチ ｱﾝﾗｸ ﾘｭｳｼﾞ

コーチ ﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

コーチ ｿﾀﾆ ﾐﾉﾙ

チーム名 所属歴
トレセン歴

ユニフォーム：ホワイト

遠藤　善主 JFAナショナルトレセンコーチ 北信越地域統括ユースダイレクター/北信越チーフ

ユニフォーム：レッド

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年 身長 体重 都道府県

髙橋　光司 飯田市緑ヶ丘中学校サッカー部

木村　龍朗 パテオFC

谷川　貴浩 丸岡中学校サッカー部

栗原　克志 JFAナショナルトレセンコーチ 北信越サブ/アルビレックス新潟

江川　尚人 青山FC中等部AFC94

青木　大悟 不二越工業高校サッカー部

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

ユニフォーム：スカイブルー

池内　豊 JFAナショナルトレセンコーチ 東海地域統括ユースダイレクター

濱崎　芳己 JFAナショナルトレセンコーチ 東海チーフ

依田　光正 名古屋グランパス

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

安藤　信也 ジュビロ磐田

関谷　洋平 清水エスパルスジュニアユース

六車　拓也 セレッソ大阪西U-15

安楽　竜二 レオSC

田川　太知 F.C.Lazo

ユニフォーム：グリーン

松田　浩 JFAナショナルトレセンコーチ 関西地域統括ユースダイレクター

星原　隆昭 JFAナショナルトレセンコーチ 関西チーフ

菊池　彰人 JFAナショナルトレセンコーチ 関西サブ/ヴィッセル神戸

曾谷　実 神戸ＦＣ



2017前期 2016FFP

1 GK 森脇　勇人 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾄ 2004/04/20 中1 171 57 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース 玉川学園Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｃｌｕｂ ● ●

22 GK 山口　翔大 ﾔｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ 2004/04/20 中1 175 59 和歌山県 岩出ＦＣ　Ａｚｕｌ ●

33 FP 伊藤　大和 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 2004/04/10 中1 175 58 京都府 京都サンガＦ．Ｃ．Ｕ－１５ 西京極ジュニアサッカークラブ ● ●

29 FP 向田　大輝 ﾑｶｲﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 2004/04/27 中1 168 57 京都府 京都サンガＦ．Ｃ．Ｕ－１５ 花園サッカースポーツ少年団 ●

3 FP 安黒　颯眞 ｱｸﾞﾛ ｿｳﾏ 2004/04/28 中1 143 35 兵庫県 サルパフットボールクラブ やまてサッカークラブ

31 FP 野口　響稀 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 2004/05/04 中1 170 53 大阪府 ガンバ大阪門真ジュニアユース ガンバ大阪門真ジュニア

6 FP 木下　慎之輔 ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾉｽｹ 2004/05/09 中1 170 61 大阪府 セレッソ大阪　西Ｕ－１５ ＦＣ　ＴＩＡＭＯ　交野 ●

5 FP 南野　遥海 ﾐﾅﾐﾉ ﾊﾙﾐ 2004/05/13 中1 166 54 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース ガンバ大阪ジュニア ● ●

32 FP 田代　紘 ﾀｼﾛ ｺｳ 2004/06/03 中1 171 66 兵庫県 ヴィッセル神戸Ｕ－１５ ヴィッセル神戸Ｕ－１２

30 FP 冨永　虹七 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾆｲﾅ 2004/07/18 中1 168 56 兵庫県 ヴィッセル神戸Ｕ－１５ センアーノ神戸　ジュニア ● ●

4 FP 北野　颯太 ｷﾀﾉ ｿｳﾀ 2004/08/13 中1 155 43 大阪府 セレッソ大阪Ｕ－１５ アルテリーヴォ湯浅 ● ●

28 FP 新谷　陸斗 ｼﾝﾀﾆ ﾘｸﾄ 2004/08/20 中1 167 54 大阪府 セレッソ大阪Ｕ－１５ ＹＦ　ＮＡＲＡＴＥＳＯＲＯ ● ●

2 FP 小幡　季生 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼｷ 2004/12/10 中1 142 37 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース センアーノ神戸　ジュニア

参加選手リストU-13　関西-2

2017前期 2016FFP

1 GK 上原　瑛 ｳｴﾊﾗ ｱｷﾗ 2004/04/08 中1 172 68 京都府 京都サンガＦ．Ｃ．Ｕ－１５ 滋賀スポーツ少年団サッカー部 ● ●

22 GK 堀井　省吾 ﾎﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 2004/07/18 中1 175 63 滋賀県 ＭＩＯびわこ滋賀Ｕ－１５ 河西サッカースポーツ少年団

35 FP 辰巳　悠河 ﾀﾂﾐ ﾕｳｶﾞ 2004/04/08 中1 164 58 奈良県 五條フットボールクラブ ● ●

36 FP 宇治　頼人 ｳｼﾞ ﾖﾘﾄ 2004/04/23 中1 171 64 兵庫県 ヴィッセル神戸Ｕ－１５ エストレラ津田サッカークラブ ●

7 FP 末谷　誓梧 ｽｴﾀﾆ ｾｲｺﾞ 2004/04/30 中1 156 47 大阪府 セレッソ大阪　西Ｕ－１５ センアーノ神戸　ジュニア ● ●

10 FP 孫崎　和久 ﾏｺﾞｻｷ ｶｽﾞﾋｻ 2004/05/02 中1 161 45 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース 大阪東淀川ＦＣ

13 FP 小山　真生 ｺﾔﾏ ﾏｵ 2004/06/23 中1 167 56 京都府 京都サンガＦ．Ｃ．Ｕ－１５ 鳳凰サッカースポーツ少年団 ● ●

9 FP 植田　悠太 ｳｴﾀﾞ ﾕﾀ 2004/07/06 中1 161 47 京都府 京都サンガＦ．Ｃ．Ｕ－１５ ＦＣ．ＳＥＴＡ　２００２　ＳＨＩＧＡ ●

12 FP 緒方 夏暉 ｵｶﾞﾀ ﾅﾂｷ 2004/07/28 中1 165 54 大阪府 セレッソ大阪Ｕ－１５ ＦＣ　Ｇｒａｓｉｏｎ ●

11 FP 上西　剛史 ｳｴﾆｼ ﾀｹｼ 2004/08/03 中1 165 51 大阪府 セレッソ大阪　西Ｕ－１５ 塚原サンクラブ

34 FP 髙橋　隆大 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 2004/10/30 中1 150 52 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース 京都長岡京ＳＳ ●

8 FP 桒原　陸人 ｸﾜﾊﾗ ﾘｸﾄ 2005/01/21 中1 160 46 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース 京都長岡京ＳＳ ● ●

15 FP 堀川　大夢 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾛﾑ 2005/02/11 中1 167 58 大阪府 セレッソ大阪Ｕ－１５ 正覚寺フットボールクラブ ● ●

参加選手リストU-13　中国

コーチ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾖﾘ

コーチ ﾘｬﾝ ｷｭｻ

コーチ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

コーチ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ

コーチ ｲﾜｼﾛ ﾂﾊﾞｻ

2017前期 2016FFP

22 GK 中原　碧琉 ﾅｶﾊﾗ ｱｲﾙ 2004/04/23 中1 162 48 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース 府中東フットボールクラブ ●

1 GK 吉本　空雅 ﾖｼﾓﾄ ｸｳｶﾞ 2004/05/22 中1 178 60 山口県 レノファ山口　ＦＣ　Ｕ－１５ レノファ山口ＦＣ　Ｕ－１２

15 FP 越道　草太 ｺｼﾐﾁ ｿｳﾀ 2004/04/03 中1 160 45 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース 広島佐東南フットボールクラブ ● ●

4 FP 山口　青 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 2004/05/18 中1 155 40 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース 石見エスプリフットボールクラブ ● ●

34 FP 渡邉　雄大 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳﾀ 2004/05/24 中1 175 60 島根県 サンフレッチェくにびきフットボールクラブ 湖南ジュニアフットボールクラブ

5 FP 江川　楓 ｴｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 2004/06/16 中1 160 47 広島県 福山ローザス・セレソン ●

35 FP 東　廉太 ﾋｶﾞｼﾚﾝﾀ 2004/06/17 中1 179 58 山口県 高川学園中学校 柳東サッカースポーツ少年団 ●

18 FP 宮下　隼 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝ 2004/08/05 中1 170 61 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース 平田サッカースポーツ少年団 ● ●

16 FP 渡邊　真宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ 2004/08/19 中1 166 50 岡山県 ファジアーノ岡山　Ｕ－１５ 岡山サッカースクール

2 FP 石田　祐基 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ 2004/08/23 中1 145 38 岡山県 ファジアーノ岡山　Ｕ－１５ エルバッチャ上南フットボールクラブ ●

17 FP 中谷　颯太 ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀ 2004/09/08 中1 166 50 広島県 サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース 亀山サッカークラブ ●

14 FP 永石  大和 ﾅｶﾞｲｼ ﾔﾏﾄ 2004/10/13 中1 166 52 岡山県 ファジアーノ岡山　Ｕ－１５ 福浜サッカークラブ ●

3 FP 笠木　優寿 ｶｻｷﾞ ﾕｽﾞ 2004/11/06 中1 155 43 広島県 サンフレッチェびんごジュニアユースフットボールクラブ ピースクラブジュニア

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年 身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

ユニフォーム：グリーン

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日
トレセン歴

ユニフォーム：パープル

望月　一頼 JFAナショナルトレセンコーチ 中国地域統括ユースダイレクター/中国チーフ

梁　圭史 JFAナショナルトレセンコーチ 中国サブ

学年 身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

伊藤　淳一 島根県トレセン

柴田　浩兵 鳥取県立米子西高等学校サッカー部

岩城　翼 安芸地区トレセン

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴



参加選手リストU-13　四国

コーチ ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ

コーチ ｲｽﾞﾐ ｼｹﾞﾅﾘ

コーチ ﾂｻﾞｷ ｺｳﾍｲ

コーチ ｶｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

コーチ ｱｲﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

2017前期 2016FFP

22 GK 松原　快晟 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｲｾｲ 2004/05/24 中1 175 53 香川県 カマタマーレ讃岐　Ｕ－１５ 香西Ｓ．Ｓ．Ｓ． ● ●

1 GK 秋月　裕太 ｱｷﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 2005/01/21 中1 163 52 徳島県 徳島ヴォルティスジュニアユース 鳴門第一サッカークラブ ● ●

8 FP 日野　壱柊 ﾋﾉ ｲｯｼｭｳ 2004/01/11 中2 161 49 愛媛県 愛媛ＦＣ　Ｕ－１５ 丹原サッカースクール ●

7 FP 松栄　風希 ﾏﾂｴ ﾌｳｷ 2004/01/22 中2 158 43 香川県 ＦＣ　ディアモ 太田サッカースポーツ少年団 ●

16 FP 植田　圭祐 ｳｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 2005/01/16 中1 158 50 愛媛県 ＦＣ今治　Ｕ－１５ ＦＣ今治　Ｕ－１２

3 FP 中村　亮太 ﾅｶﾑﾗﾘｮｳﾀ 2004/05/13 中１ 147 34 高知県 横浜ポラリスＦＣ 十市少年サッカークラブ ●

14 FP 木内　直央 ｷﾉｳﾁ ﾅｵ 2004/05/30 中1 162 43 香川県 Ｆ．Ｃ．コーマラント 善通寺朝比奈ＦＳＣ ●

6 FP 多田　侑磨 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ 2004/05/31 中1 151 40 香川県 Ｆ．Ｃ．コーマラント 飯山ＦＣ ●

9 FP 土井　嘉人 ﾄﾞｲ ﾖｼﾄ 2004/06/22 中1 162 47 香川県 Ｆ．Ｃ．コーマラント 柞田サッカースポーツ少年団 ● ●

4 FP 松村　駿佑 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 2004/07/18 中1 149 39 徳島県 徳島ヴォルティスジュニアユース 北井上少年サッカークラブ ●

2 FP 多田　健心 ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 2004/08/05 中1 146 34 香川県 ＦＣ　ディアモ ＦＣディアモジュニア ● ●

15 FP 大前　慶悟 ｵｵﾏｴｹｲｺﾞ 2004/09/02 中１ 166 54 高知県 横浜ポラリスＦＣ 窪川少年サッカースクール ●

5 FP 得居　大真 ﾄｸｲ ﾊﾙﾏ 2004/11/27 中1 152 41 愛媛県 愛媛ＦＣ　Ｕ－１５ 河野サッカースポーツ少年団 ●

参加選手リストU-13　九州

コーチ ｼﾏﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ

コーチ ﾃﾗﾐﾈ ｱｷﾗ

コーチ ｱﾗｶｷ　ﾔｽｼ

コーチ ﾋﾛｼ　ﾅｵﾔ

コーチ ｺｲｼ　ｹﾝｲﾁ

2017前期 2016FFP

23 GK 代田　昂大 ｼﾛﾀ ｺｳﾀﾞｲ 2004/10/05 中1 170 53 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ ＦＣ　Ｊ－ＷＩＮ ●

24 GK 笹山　琉暢 ｻｻﾔﾏ ﾘﾉﾝ 2004/04/13 中1 176 56 鹿児島 鹿児島ユナイテッドＦＣ　Ｕ－１５ ボニート山川サッカースポーツ少年団 ●

14 FP 後藤　響 ｺﾞﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 2004/04/06 中1 163 48 大分 大分トリニータＵ－１５宇佐 四日市南ＳＳＣ ●

15 FP 秦　康幸 ﾊﾀ ﾔｽﾕｷ 2004/04/06 中1 169 51 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ [サガン鳥栖Ｕ－１２ ●

8 FP 楢原　慶輝 ﾅﾗﾊﾗ ﾖｼｷ 2004/04/07 中1 160 42 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ サガン鳥栖Ｕ－１２ ● ●

9 FP 坂井　駿也 ｻｶｲ ｼｭﾝﾔ 2004/04/16 中1 161 50 熊本 ソレッソ熊本 ソレッソ熊本Ｕ－１２ ● ●

4 FP 積　歩門 ｾｷ ｱﾓﾝ 2004/05/02 中1 156 51 熊本 ソレッソ熊本 ＳＩＥＧ熊本ＳＳ　Ｕー１２ ● ●

5 FP 浦　十藏 ｳﾗ ｼﾞｭｳｿﾞｳ 2004/05/21 中1 158 48 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ ＦＣ　Ｊ－ＷＩＮ ●

2 FP 安部　大晴 ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ 2004/06/07 中1 151 40 長崎 Ｖ・ファーレン長崎Ｕ-１５ Ｖ・ファーレン長崎Ｕ－１２ ● ●

3 FP 今村　元紀 ｲﾏﾑﾗ ﾓﾄｷ 2004/06/26 中1 152 40 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ サガン鳥栖Ｕ－１２ ● ●

6 FP 鬼木　健太 ｵﾆｷ ｹﾝﾀ 2004/08/16 中1 160 48 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ 筑紫野フットボールクラブ

7 FP 山本　楓大 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 2004/08/23 中1 160 49 佐賀 サガン鳥栖Ｕ－１５ Ｖｅｒｓｌｉｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｃｌｕｂ ●

10 FP 大迫　塁 ｵｵｻｺ ﾙｲ 2004/10/13 中1 166 53 鹿児島 神村学園中等部サッカー部 ＦＣサウサーレ ● ●

参加選手リストU-13 JFAアカデミー

コーチ ﾋﾛﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ

コーチ ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｭｳｽｹ

コーチ ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｳﾍｲ

2017前期 2016FFP

1 GK 岡本　歩夢 ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾑ 2004/06/25 1年 168 60 兵庫県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ＦＣ港東 ●

12 GK 佐賀　鉄生 ｻｶﾞ ﾃｯｼｮｳ 2004/08/10 1年 180 66 北海道 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ＶＡＬＩＥＮＴＥ枝幸 ●

5 FP 大間々　和輝 ｵｵﾏﾏ ｶｽﾞｷ 2004/06/12 1年 167 54 岩手県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ＲＥＮＵＯＶＥＮＳ　ＯＧＡＳＡ　ＦＯＯＴＢＡＬＬＣＬＵＢ　ジュニア ●

7 FP 齋藤　晴 ｻｲﾄｳ ﾊﾙ 2004/09/30 1年 164 43 福島県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ 中央ドリマジュニアサッカークラブ ●

10 FP 関　日向多 ｾｷ ﾋﾅﾀ 2004/04/18 1年 145 37 栃木県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ヴェルフェたかはら那須Ｕ－１２ ● ●

3 FP 有馬　昇永 ｱﾘﾏ ｼｮｳｴｲ 2004/04/10 1年 167 54 鹿児島県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ カルチャトーレＪｒ ●

15 FP 牧田　拓樹 ﾏｷﾀ ﾋﾛｷ 2004/04/22 1年 159 39 静岡県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ 静大附属浜松ＦＣ

16 FP 渡邊　陽輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 2004/05/02 1年 157 47 岡山県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ Ｊフィールド岡山ジュニア ●

11 FP 西　眞之介 ﾆｼ ｼﾝﾉｽｹ 2004/07/26 1年 154 39 鹿児島県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ ＦＣアラーラ鹿児島　Ｕ－１２ ●

9 FP 鈴木　吏玖 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 2005/03/23 1年 173 57 沖縄県 ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ 開南フットボールクラブ ●

17 FP 安達　秀都 ｱﾀﾞﾁ ｼｭｳﾄ 2004/07/15 1年 161 45 熊本県 ソレッソ熊本 リベルタ北熊本Ｆ．Ｃ． ●

18 FP 迫　大智 ｻｺ ﾀｲﾁ 2004/09/11 1年 156 46 福岡県 ルーヴェン福岡　フットボールクラブ 福南ジュニアサッカークラブ

19 FP 岩川　晴彦 ｲﾜｶﾜ ﾊﾙﾋｺ 2004/08/16 1年 159 46 熊本県 ソレッソ熊本 ＦＣ　ＢＩＧＷＡＶＥ（Ｕ１２） ●

ユニフォーム：ネイビー

大橋　浩司 JFAナショナルトレセンコーチ 四国地域統括ユースダイレクター

和泉　茂徳 JFAナショナルトレセンコーチ 四国チーフ

津﨑　浩平 徳島県トレセン

加賀山　和宏 鬼北町立広見中学校サッカー部

相原　昌彦 松山ＳＳ

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

ユニフォーム：ブルー

島田　信幸 JFAナショナルトレセンコーチ 九州地域統括ユースダイレクター/九州チーフ

寺峰　輝 JFAナショナルトレセンコーチ 九州サブ

新垣　泰司 那覇市立寄宮中学校サッカー部

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

廣　直哉 大隅町立第一佐多中学校サッカー部

小石　健一 北九州市立高見中学校サッカー部

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年

ユニフォーム：ブルー/ホワイト

廣山　望  JFAアカデミー福島

藤代　隆介  JFAアカデミー福島

西條　祐平  JFAアカデミー熊本宇城

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

身長 体重 都道府県 チーム名 所属歴
トレセン歴

背番号 Pos 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 学年


