
【スタッフ】

氏名

上赤坂　佳孝

北條　貴紀

浅井　俊光

チームピンク チーム黄色

オレンジ1 GK 稲葉　亜我志 静岡産業大学 1 オレンジ19 GK 光藤　諒也 関西大学 1

ピンク1 DF 小田　透椰 阪南大学 1 黄色1 DF 坂東　宥吾 四国学院大学 1

ピンク2 DF 藤松　航矢 びわこ成蹊スポーツ大学 1 黄色2 DF トレーニングパートナー 阪南大学 1

ピンク3 DF 横田　白心 福岡大学 1 黄色3 DF 敷田　唯 同志社大学 1

ピンク4 DF 小川　大空 大阪体育大学 1 黄色4 MF 東山　達稀 静岡産業大学 1

ピンク5 FW 安羅　修雅 関西学院大学 1 黄色5 MF 青木　真生都 関西大学 1

ピンク6 MF 梅津　克貴 関西大学 1 黄色6 MF 佐藤　昴 びわこ成蹊スポーツ大学 1

ピンク7 MF 中西　樹大 京都産業大学 1 黄色7 MF 池平　直樹 同志社大学 1

ピンク8 MF 木橋　朋輝 鹿屋体育大学 1 黄色8 MF 石川　貴登 京都産業大学 1

ピンク9 MF 山見　大登 関西学院大学 1 黄色9 FW 若宮　健人 広島修道大学 1

ピンク10 FW 原田　武宗 福岡大学 1 黄色10 FW 濱田　竜輝 愛知学院大学 1

※背番号はトレーニングマッチ用のものです

阪南大学コーチ

GKコーチ 静岡産業大学

一般財団法人全日本大学サッカー連盟

〒113-0033　東京都文京区本郷3-10-15JFAハウス7階

TEL.03-3830-1850　FAX.03-3830-1851

『U-19全日本大学選抜選考会』

8/4(土)　西日本地区TM　1本目

役職

大阪学院大学

所属

監督

トレーニングマッチ

▼1本目 （20分）

チームピンク vs チーム黄色

0 ― 0 【得点】なし



【スタッフ】

氏名

上赤坂　佳孝

北條　貴紀

浅井　俊光

チーム青 チーム黄色

オレンジ2 GK 山之内　幹 福岡大学 1 オレンジ GK 田中　颯 京都産業大学 1

青1 DF 鍋坂　陸平 大阪教育大学 1 黄色1 DF 小田　透椰 阪南大学 1

青2 DF 藤松　航矢 びわこ成蹊スポーツ大学 1 黄色2 DF トレーニングパートナー 阪南大学 1

青3 DF 敷田　唯 同志社大学 1 黄色3 DF トレーニングパートナー 阪南大学 1

青4 DF 小川　大空 大阪体育大学 1 黄色4 DF トレーニングパートナー 阪南大学 1

青5 MF トレーニングパートナー 阪南大学 1 黄色5 MF 酒井　将輝 福岡大学 1

青6 MF 中西　樹大 京都産業大学 1 黄色6 DF 横田　白心 福岡大学 1

青7 MF 坂東　宥吾 四国学院大学 1 黄色7 MF 右江　海斗 愛知学院大学 1

青8 MF 東山　達稀 静岡産業大学 1 黄色8 MF 平尾　泰雅 姫路獨協大学 1

青9 FW 若宮　健人 広島修道大学 1 黄色9 FW 原田　武宗 福岡大学 1

青10 FW 濱田　竜輝 愛知学院大学 1 黄色10 FW 石井　隆之介 松山大学 1

※背番号はトレーニングマッチ用のものです

阪南大学コーチ

GKコーチ 静岡産業大学

一般財団法人全日本大学サッカー連盟

〒113-0033　東京都文京区本郷3-10-15JFAハウス7階

TEL.03-3830-1850　FAX.03-3830-1851

『U-19全日本大学選抜選考会』

8/4(土)　西日本地区TM　2本目

役職

大阪学院大学

所属

監督

トレーニングマッチ

▼2本目 （20分）

チーム青 vs チーム黄色

0 ― 1 【得点】黄色9原田（3分）



【スタッフ】

氏名

上赤坂　佳孝

北條　貴紀

浅井　俊光

チームピンク チーム黄色

オレンジ2 GK 山之内　幹 福岡大学 1 オレンジ1 GK 稲葉　亜我志 静岡産業大学 1

ピンク1 DF 小田　透椰 阪南大学 1 黄色1 DF 坂東　宥吾 四国学院大学 1

ピンク2 DF 敷田　唯 同志社大学 1 黄色2 DF 横田　白心 福岡大学 1

ピンク3 DF 藤松　航矢 びわこ成蹊スポーツ大学 1 黄色4 DF トレーニングパートナー 阪南大学 1

ピンク4 DF 小川　大空 大阪体育大学 1 黄色5 DF 鍋坂　陸平 大阪教育大学 1

ピンク6 MF 酒井　将輝 福岡大学 1 黄色6 MF 木橋　朋輝 鹿屋体育大学 1

ピンク7 MF 右江　海斗 愛知学院大学 1 黄色7 MF 佐藤　昴 びわこ成蹊スポーツ大学 1

ピンク9 MF 梅津　克貴 関西大学 1 黄色9 MF 池平　直樹 同志社大学 1

ピンク10 MF 平尾　泰雅 姫路獨協大学 1 黄色10 MF 石川　貴登 京都産業大学 1

ピンク11 MF 山見　大登 関西学院大学 1 黄色11 FW 安羅　修雅 関西学院大学 1

ピンク13 FW 原田　武宗 福岡大学 1 黄色12 FW 原田　武宗 福岡大学 1

※背番号はトレーニングマッチ用のものです

阪南大学コーチ

GKコーチ 静岡産業大学

一般財団法人全日本大学サッカー連盟

〒113-0033　東京都文京区本郷3-10-15JFAハウス7階

TEL.03-3830-1850　FAX.03-3830-1851

『U-19全日本大学選抜選考会』

8/4(土)　西日本地区TM　3本目

役職

大阪学院大学

所属

監督

トレーニングマッチ

▼3本目 （20分）

チームピンク vs チーム黄色

0 ― 0 【得点】なし


