
氏　　名 所　属　名 氏　　名 所　属　名

安楽　竜二 レオＳＣ 柴田　裕介 堺市立浜寺南中学校
山元　和哉 高槻ＦＣ 奥田　淳 帝塚山学院泉ヶ丘中学校
隠岐　尚武 高槻市立第九中学校 白垣　友康 賢明学院高等学校
羽田　行伸 摂津市立第一中学校 玉浦　寛敏 堺市立泉ヶ丘東中学校
馬越　司郎 高槻ｍｙｄ.ＦＣ
田中　大貴 茨木市立三島中学校

井上 将 高槻市立芝谷中学校

選　　手
背番号 位置 氏　　名 ふりがな 所　属　名 背番号 位置 氏　　名 ふりがな 所　属　名

1 GK 西本　空央 にしもと　そらお レオＳＣ 1 GK 泉森　涼太 いずもり　りょうた 和泉FC

2 ＤＦ 嶋原　拓海 しまはら　たくみ 千里丘ＦＣ 2 笹岡　款太 ささおか　かんた RIP ACE

3 ＤＦ 池尻　隼人 いけじり　はやと 高槻ＦＣ 3 塚元　群 つかもと　ぐん 和泉FC

4 ＤＦ 上原　真尋 うえはら　まひろ ＫＯＮＫＯ　ＦＣ 4 甲斐　創太 かい　そうた ガンバ堺

5 ＤＦ 坂本　樹 さかもと　たつき 千里丘ＦＣ 5 向井　秀斗 むかい　しゅうと RIP ACE

6 ＭＦ 山田　舜 やまだ　しゅん ＫＯＮＫＯ　ＦＣ 6 桑村　昌 くわむら　まさる ガンバ堺

7 ＭＦ 次木　優斗 つぎき　ゆうと 千里丘ＦＣ 7 東山　周平 ひがしやま　しゅうへい ガンバ堺

8 ＦＷ 沼田　憲輝 ぬまた　かずき ＫＯＮＫＯ　ＦＣ 8 馬詰　翔伍 うまづめ　しょうご ガンバ堺

9 ＭＦ 乾　昂汰 いぬい　こうた 千里丘ＦＣ 9 内田　将太 うちだ　しょうた RIP ACE

10 ＦＷ 池田　陸 いけだ　りく ＫＯＮＫＯ　ＦＣ 10 船富　大地 ふなとみ　だいち RIP ACE

11 ＦＷ 柳生　光樹 やぎゅう　こうき ジーグＦＣ 11 福田　巳希都 ふくだ　みきと 和泉FC

12 GK 高田　創生 たかた　そうき 高槻ＦＣ 12 山下　凌汰 やました　りょうた RIP ACE

13 ＭＦ 弓場　大輝 ゆば　だいき 千里丘ＦＣ 13 GK 渕野　竜 ふちの　りゅう RIP ACE

14 ＭＦ 川原　駿 かわはら　はやと ＫＯＮＫＯ　ＦＣ 14 要土　巧 ようど　たくみ TSK

15 ＭＦ 井筒　亮太 いづつ　りょうた 城南中学校 15 石川　貴登 いしかわ　よしと RIP ACE

16 　ＭＦ 宮崎　空翔 みやざき　つばさ 千里丘ＦＣ 16 出水　直志 でみず　なおゆき 帝塚山泉ヶ丘

17 ＤＦ 坂東　隼 ばんどう　じゅん 千里丘ＦＣ 17 大塚　修平 おおつか　しゅうへい 和泉FC

18 ＭＦ 渡邉　英祐 わたなべ　えいすけ 千里丘ＦＣ 18 山本　直輝 やまもと　なおき A.C.堺

19 ＤＦ 福原　大晟 ふくはら　たいせい 千里丘ＦＣ 19 武内　慎 たけうち　しん Erba

21 今泉　駿風 いまいずみ　　 TSK

　　三島トレセン
指導者

２０１３年度　大阪選抜Ｕ－１４サッカー大会　メンバー表
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コーチ名
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氏　　名 所　属　名 氏　　名 所　属　名

西田　育広 大阪市立城陽中学校 繁松　篤志  豊中市立第十中学校

武田　歩 大阪市立墨江丘中学校 谷本　和昭 豊中市立第三中学校

阪口　通久 大阪市立花乃井中学校 繁松　篤志  豊中市立第十中学校

坂口　栄毅 大阪市立住吉第一中学校 牟田口　聡 豊中市立第十四中学校

久保　秀太郎 アイリスFC住吉 松村　洋平 豊中市立第三中学校
能宗　良輔 豊中市立第六中学校

背番号 位置 氏　　名 ふりがな 所　属　名 背番号 位置 氏　　名 ふりがな 所　属　名

1 ＧＫ 尾崎　勇馬 おざき　ゆうま FC平野 1 GK 房前　健資 ふさまえ　たけし 豊中市立第四中学校

2 MF 細田　朋裕 ほそだ　ともひろ エルマーノ 2 MF 植田　寛大 うえだ　かんた FC　Eleven

3 FW 岩田　大和 いわた　やまと 大阪セントラル 3 DF 松田　貴也 まつだ　たかや RESC

5 DF 密山　祥嗣 みつやま　しょうじ イーリス生野 4 DF 中居　陽亮 なかい　ようすけ RESC

6 MF 尾登　駿 おのぼり　しゅん FC　リアン 5 DF 笹原　岳 ささはら　がく FC　Eleven

7 FW 衣川　絢誠 きぬがわ　けんせい 大阪セントラル 6 MF 横井　諒 よこい　りょう EL TRES･TOYONAKA

8 MF 中川　竜弥 なかがわ　たつや 大阪市ジュネッス 7 DF 木場　友太郞 きば　ゆうたろう FC　千里中央

9 DF 小薮　正宗 こやぶ　まさむね 大阪市ジュネッス 8 MF 前田　宏太 まえだ　こうた 島田FC

10 MF 西川　尚哉 にしかわ　なおや エルマーノ 9 DF 大島　拓 おおしま　たく EL TRES･TOYONAKA

11 DF 三角　舞也 みすみ　まなや 大阪セントラル 10 MF 竹中　汰我 たけなか　たいが 島田FC

12 DF 岸　直柔 きし　なおなり 大阪市ＳＳ2001 11 MF 柳沢　拓真 やなぎさわ　たくま Dream　FC

13 MF 阪本　晃洋 さかもと　こうよう 大阪市ジュネッス 12 GK 西尾　大二朗 にしお　たいじろう Passiole Minoh F.C

14 MF 和田　圭佑 わだ　けいすけ FC　リアン 13 MF 細田　一希 ほそだ　かずき RESC

15 FW 松本　凌貴 まつもと　りょうき FC平野 14 MF 中富　竜也 なかとみ　たつや RESC

16 ＧＫ 平薮　圭斗 ひらやぶ　けいと エルマーノ 15 MF 辻本　壮一 つじもと　そういち EL TRES･TOYONAKA

17 MF 鶴巻　翔矢 つるまき　しょうや 大阪市ＳＳ2001 16 FW 谷口　巧実 たにぐち　たくみ Resc

18 DF 天神　裕人 てんじん　ゆうと ＦＣリアン 17 FW 野曽原　千晟 のそはら　ちあき Resc

19 FW 迫田　拓海 さこた　たくみ ＡＴＲＥＳ　ＦＣ 18 FW 斎藤　蓮 さいとう　れん Cherry　Valley

19 FW 岡本　義海 おかもと　よしうみ 島田FC

20 FW 中上　昌大 なかがみ　まさひろ EL TRES･TOYONAKA

指導者
　　豊能トレセン

指導者

選　　手

コーチ名

コーチ名

監 督 名

コーチ名

責任者名

選　　手

コーチ名

コーチ名

コーチ名

コーチ名
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   大阪市トレセン



氏　　名 所　属　名 氏　　名 所　属　名

出口　昌典 ディアマンテ大阪 田川　太知 F.C.Lazo
前川　浩也 久米田ＦＣ 田川　太知 F.C.Lazo

中田　雄一郎 ＳＷ泉州ＦＣ 荒島　敏 守口FC
福澤　光浩 アイン食品 井手　 枚方市立招提北中
福井　淳平 岸和田市立山直中学校 伊田　康史 枚方市立招提北中

重松　祐 T･フジタ枚方U-18
森本　圭太 FC TIAMO

背番号 位置 氏　　名 ふりがな 所　属　名 背番号 位置 氏　　名 ふりがな 所　属　名

1 ＧＫ 薮田　雄大 やぶた　ゆうだい ゼッセル熊取 1 GK 新保　蓮 しんぽ　れん グリーンウェーブ

2 ＤＦ 津川　京介 つがわ　きょうすけ 久米田ＦＣ 2 MF 斉藤　夏輝 さいとう　なつき ガンバ門真

3 ＭＦ 西内　悠真 にしうち　ゆうま ゼッセル熊取 3 MF 梶村　勇樹 かじむら　ゆうき ガンバ門真
4 ＦＷ 小間物谷　敦 こまものや　あつし ゼッセル熊取 4 DF 下戸　陵雅 しもと　りょうが 枚方1中
5 ＤＦ 坂本　透 さかもと　とおる ＦＣマトリックス 5 FW 稲田　幸成 いなだ　ゆきなり 枚方FC
6 ＦＷ 西村　宙 にしむら　そら 久米田ＦＣ 6 MF 下柿元　二郎 しもかきもと　じろう F.C.Lazo
7 ＤＦ 小林　倫太朗 こばやし　りんたろう ゼッセル熊取 7 MF 大杉　朝也 おおすぎ　ともなり 守口FC
8 ＤＦ 岩本　來也 いわもと　らいや 久米田ＦＣ 8 MF 福森　大樹 ふくもり　だいき FC TIAMO
9 ＭＦ 立石　海士 たていし　かいと ＳＷ泉州ＦＣ 9 DF 浮田　裕貴 うきた　ゆうき ガンバ門真
10 ＭＦ 星野　光亮 ほしのみ　つよし ゼッセル熊取 10 MF 西田　宇希 にしだ　たかき F.C.Lazo
11 ＦＷ 桑口　優介 くわぐち　ゆうすけ 久米田ＦＣ 11 DF 田中　向陽 たなか　こうよう 東海大仰星中
12 ＧＫ 松本　拓摩 まつもと　たくま ディアマンテ大阪 12 DF 湯浅　皓平 ゆあさ　こうへい 門真沖SC
13 ＤＦ 保田　稔之介 やすだと　じんのすけ ゼッセル熊取 13 FW 桃井　勇輔 ももい　ゆうすけ ガンバ門真
15 ＭＦ 樋口　光希 ひぐち　こうき ディアマンテ大阪 14 MF 藤原　拓未 ふじわら　たくみ 枚方FC
16 ＭＦ 吉田　理久 よしだ　りく ＳＷ泉州ＦＣ 15 MF 島崎　俊輔 しまざき　しゅんすけ ガンバ門真
16 ＭＦ 岡本　治樹 おかもと　はるき 久米田ＦＣ 16 GK 小西　優真 こにし　ゆうま ガンバ門真
17 ＭＦ 岩本　隼登 いわもと　はやと アンドリュースＦＣ 17 DF 野田　一樹 のだ　いつき T･フジタ枚方
18 ＤＦ 横田　輝 よこた　ひかる 久米田ＦＣ 18 DF 前田　出帆 まえだ　いづほ FC TIAMO

監 督 名

コーチ名

指導者

責任者名

　　泉南トレセン

監 督 名

コーチ名

指導者

責任者名

北河内トレセン

選　　手

コーチ名

コーチ名

GKコーチ名

コーチ名

選　　手

コーチ名

コーチ名



氏　　名 所　属　名 氏　　名 所　属　名

馬場俊明 ＦＣＢ２ 川本　吉則 富田林市立第三中学校
村尾利夫 ＦＣＢ２ 重田　兼人 川上FC
砂川直久 進修サッカー団 千田　成利 松原市立松原第二中学校
高橋照明 東大阪市立縄手南中 中島　宏昭 松原市立松原第四中学校
中村隆都 大阪商業大高

佐々木新一朗 ＦＣＢ２

背番号 位置 氏　　名 ふりがな 所　属　名 背番号 位置 氏　　名 ふりがな 所　属　名

8 ＭＦ 河村　慶人 かわむら　けいと 岩田ＦＣ 1 GK 桑原　瑠真 くわはら　りゅうま 長野FC

6 ＭＦ 上村　勇介 うえむら　ゆうすけ 柏田ＳＣ 2 FW 瀧川　海斗 たきがわ　かいと 川上FC

3 ＤＦ 池田　大晃 いけだ　ひろあき セレゾンＦＣ 3 DF 吉村　拓真 よしむら　たくま 長野FC

28 ＭＦ 西山　流聖 にしやま　りゅうせい 岩田ＦＣ 4 FW 谷　　 昇 たに　のぼる 長野FC

11 ＦＷ 高木　力 たかぎ　りき 岩田ＦＣ 5 DF 近藤　稜真 こんどう　りょうま 川上FC

29 ＭＦ 山本　寛太 やまもと　かんた 岩田ＦＣ 6 MF 土橋　拓海 つちはし　たくみ 長野FC

24 ＦＷ 三野　映人 みの　えいと 岩田ＦＣ 7 DF 伊吹　卓祏 いぶき　たかすけ 川上FC

1 ＧＫ 松岡　龍仁 まつおか　りゅうじん 進修サッカー団 8 FW 西村　恭史 にしむら　やすふみ 長野FC

23 ＦＷ 有村　辰将 ありむら　たつまさ 進修サッカー団 9 DF 田口　祥大 たぐち　しょうた 川上FC

30 ＤＦ 西岡　翼 にしおか　つばさ セレゾンＦＣ 10 DF 鍋坂　陸平 なべさか　りくへい 川上FC

33 ＦＷ 香川　隼介 かがわ　しゅんすけ 縄手南中 11 FW 永島　至雲 ながしま　しうん 川上FC

9 ＦＷ 坂野　拓哉 ばんの　たくや ＦＣマレッサ 12 GK 福田　大悟 ふくだ　だいご 富田林市立藤陽中学校

4 ＤＦ 平野　匡亮 ひらの　きょうすけ ＦＣマレッサ 13 DF 金谷　進之介 かなや　しんのすけ 長野FC

21 ＧＫ 堀内　陸 ほりうち　りく 八尾大正 14 DF 宮脇　和輝 みやわき　かずき 長野FC

27 ＤＦ 津村　龍太郎 つむら　りゅうたろう 八尾大正 15 DF 河村　隆樹 かわむら　りゅうき 川上FC

14 ＤＦ 石橋　昂大 いしばし　こうだい 八尾大正 16 DF 山田　敏貴 やまだ　としき 長野FC

20 ＭＦ 石黒　吏稀也 いしぐろ　りきや 近附中 17 DF 山下　凌平 やました　りょうへい 川上FC

18 MF 小坂　拓巳 こさか　たくみ 川上FC

指導者

選　　手

コーチ名

コーチ名

コーチ名

コーチ名

責任者名

監 督 名

選　　手

コーチ名

監 督 名

コーチ名
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　　南河内トレセン　　中河内トレセン









富田林市立藤陽中学校


