
2023/2/20

役職 所属

監督 河端 和哉 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 札幌⼤学

コーチ 菅野 学 ｶﾝﾉ ﾏﾅﾌﾞ 東海⼤学札幌校舎

トレーナー ⼩島 伸介 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｽｹ 札幌⼤学

主務 ⼾室 潤也 ﾄﾑﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 北海道教育⼤学岩⾒沢校

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK ⽥中 優太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 2001/6/22 3 183 cm 78 kg 札幌⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

2 DF ⽯⿊ 尚 ｲｼｸﾞﾛ ﾅｵ 2001/9/19 3 161 cm 60 kg 札幌⼤学 東海⼤学付属札幌⾼校

3 DF 中村 涼 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 2002/7/20 2 181 cm 76 kg 札幌⼤学 盛岡商業⾼校

4 DF 早川 峻央 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 2001/7/20 3 172 cm 70 kg 東海⼤学札幌校舎 東海⼤学付属福岡⾼校

5 DF 菅野 紘希 ｶﾝﾉ ｺｳｷ 2002/10/25 2 183 cm 76 kg 北海道教育⼤学岩⾒沢校 札幌U-18

6 DF ⽥中 光太 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 2001/5/18 3 167 cm 65 kg 北海道教育⼤学岩⾒沢校 札幌U-18

7 DF 中村 蓮祈 ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾝ 2001/10/28 3 182 cm 79 kg 札幌⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

8 MF 藤原 進⼠郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 2001/10/17 3 168 cm 64 kg 北海道教育⼤学岩⾒沢校 成⽴学園⾼校

9 DF 原⽥ 拓真 ﾊﾗﾀ ﾀｸﾏ 2001/10/22 3 182 cm 75 kg 札幌⼤学 秋⽥U-18

10 FW ⼩笠原 ⼤将 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 2001/7/3 3 174 cm 70 kg 札幌⼤学 札幌U-18

11 DF 桂 清鳳 ｶﾂﾗ ｷﾖﾀｶ 2002/6/23 2 178 cm 69 kg 札幌⼤学 鎮⻄⾼校

12 GK 國⽥ 柊平 ｸﾆﾀ ｼｭｳﾍｲ 2001/12/7 3 180 cm 79 kg 札幌⼤学 静岡学園⾼校

13 DF ⼩池 柊也 ｺｲｹ ｼｭｳﾔ 2001/10/17 3 172 cm 73 kg 星槎道都⼤学 ふじみ野⾼校

14 MF ⽯⼭ ⾵吹 ｲｼﾔﾏ ﾌﾌﾞｷ 2003/12/27 1 170 cm 65 kg 北海道教育⼤学岩⾒沢校 ⻑崎総合科学⼤学附属⾼校

15 FW 向井 ひな太 ﾑｶｲ ﾋﾅﾀ 2001/12/27 3 162 cm 67 kg 札幌⼤学 JFAアカデミー

16 FW 兼⽥ 寛也 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛﾔ 2002/1/26 3 176 cm 64 kg 北海道教育⼤学岩⾒沢校 札幌⽇本⼤学⾼校

17 FW 松下 ⼈樹 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾄｷ 2002/8/11 2 162 cm 65 kg 北海道教育⼤学岩⾒沢校 帝京⼤学可児⾼校

18 FW ⿊崎 晧嗣 ｸﾛｻｷ ｺｳｼ 2003/6/13 1 180 cm 70 kg 北海道教育⼤学岩⾒沢校 栃⽊U-18

19 FW 前⽥ ⼤地 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 2002/4/17 2 180 cm 75 kg 東海⼤学札幌校舎 旭川実業⾼校

20 MF 河合 駿樹 ｶﾜｲ ﾄｼｷ 2002/12/31 2 163 cm 58 kg 札幌⼤学 旭川実業⾼校

22 MF 井波 勇太 ｲﾅﾐ ﾕｳﾀ 2002/8/29 2 176 cm 67 kg 札幌⼤学 北海⾼校

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】

⽒名

 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3-10-15

JFAハウス7階

第37回デンソーカップチャレンジサッカー　茨城大会
北海道選抜　大会エントリー選手

【STAFF】



2023/2/20

役職 所属

監督 三⽥ 和典 ﾐﾀ ｶｽﾞﾉﾘ ⼋⼾学院⼤学

コーチ ⾼鷹 雅也 ｺｳﾀｶ ﾏｻﾔ 富⼠⼤学

コーチ ⾼⾕ ⻯徳 ﾀｶﾔ ﾀﾂﾉﾘ ⻘森⼤学

コーチ 池⽥ 晃⼀ ｲｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ 宮城教育⼤学
トレーナー 塩⽥ ひなの ｼｵﾀ ﾋﾅﾉ 東北学院⼤学

主務 佐藤 亜海 ｻﾄｳ ｱﾐ 宮城教育⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 折⼝ 輝樹 ｵﾘｸﾞﾁ ﾃﾙｷ 2001/5/21 3 183 cm 75 kg 富⼠⼤学 C⼤阪U-18

2 DF 安野 天⼠ ﾔｽﾉ ｿﾗﾄ 2001/8/18 3 169 cm 65 kg 富⼠⼤学 武南⾼校

3 DF 和⽥ 昂⼠ ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾞ 2001/10/24 3 187 cm 81 kg 仙台⼤学 横浜FM・Y

4 DF 藪中 海皇 ﾔﾌﾞﾅｶ ｶｲｵｳ 2001/9/10 3 167 cm 69 kg 富⼠⼤学 北海⾼校

5 DF 寺⽥ ⼀貴 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ 2002/1/22 3 182 cm 80 kg 仙台⼤学 ⽇本体育⼤学柏⾼校

6 MF 得能 草⽣ ﾄｸﾉｳ ｿｳｷ 2001/11/7 3 165 cm 67 kg 仙台⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

7 MF ⽥中 慶延 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 2002/3/15 3 169 cm 65 kg 仙台⼤学 ⼭形Y

8 MF ⽟城 ⼤志 ﾀﾏｼﾛ ﾀｲｼ 2001/4/10 3 173 cm 73 kg 仙台⼤学 浦和Y

9 FW 佐々⽊ 翔 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 2001/7/16 3 180 cm 80 kg 仙台⼤学 横浜FC・Y

10 FW 菅原 新 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ 2001/9/17 3 173 cm 72 kg 富⼠⼤学 専修⼤学北上⾼校

11 MF 與那覇 航和 ﾖﾅﾊ ｺｳﾜ 2001/5/8 3 171 cm 66 kg 仙台⼤学 浦和Y

12 GK 吉⽥ 匠⼈ ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾄ 2001/11/9 3 180 cm 74 kg ⼋⼾学院⼤学 根室⾼校

13 DF 相⾺ 丞 ｿｳﾏ ｼﾞｮｳ 2001/6/5 3 185 cm 81 kg 仙台⼤学 ⼭形Y

14 MF 菅野 稜⽃ ｶﾝﾉ ﾘｮｳﾄ 2002/4/16 2 165 cm 65 kg 仙台⼤学 尚志⾼校

15 MF 根岸 恵汰 ﾈｷﾞｼ ｹｲﾀ 2002/7/12 2 177 cm 70 kg 仙台⼤学 浦和Y

16 DF ⽯尾 陸登 ｲｼｵ ﾘｸﾄ 2001/8/7 3 181 cm 72 kg 仙台⼤学 JFAアカデミー

17 FW 吉⽥ 騎 ﾖｼﾀﾞ ﾅｲﾄ 2002/9/7 2 172 cm 76 kg 仙台⼤学 仙台Y

18 FW 波⽥ 祥太 ﾊﾀ ｼｮｳﾀ 2001/8/19 3 178 cm 80 kg 仙台⼤学 浦和Y

19 DF ベベニョン⽇髙 オギュステュ祐登 ﾍﾞﾍﾞﾆｮﾝﾋﾀﾞｶ ｵｷﾞｭｽﾃｭﾕｳﾄ 2002/12/1 2 183 cm 80 kg ⻘森⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

20 DF 堀⽥ 玲穏 ﾎｯﾀ ﾚｵﾝ 2003/1/26 2 179 cm 79 kg ⼋⼾学院⼤学 ⼋⼾学院野辺地⻄⾼校

22 MF 寺崎 朋範 ﾃﾗｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 2002/11/5 2 180 cm 75 kg 富⼠⼤学 佐賀東⾼校

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】

⽒名

 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3-10-15

JFAハウス7階

第37回デンソーカップチャレンジサッカー　茨城大会
東北選抜　大会エントリー選手

【STAFF】



2023/2/20

役職 所属

監督 井⼿⼝ 純 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 新潟医療福祉⼤学

コーチ 新井 ⼀史 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾌﾐ 新潟経営⼤学

GKコーチ ⼭﨑 永和 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾜ 松本⼤学
トレーナー ⾦⼦ 雄輝 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 新潟医療福祉⼤学

主務 髙橋 雅史 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ 新潟経営⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 桃井 玲 ﾓﾓｲ ﾘｮｳ 2002/11/13 2 181 cm 75 kg 新潟医療福祉⼤学 桐光学園⾼校

2 DF 森⽥ 慎吾 ﾓﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 2001/7/9 3 178 cm 71 kg 新潟医療福祉⼤学 FC東京U-18

3 DF 岩瀬 蒼⽣ ｲﾜｾ ｱｵｲ 2001/11/25 3 183 cm 80 kg ⾦沢星稜⼤学 佐野⽇本⼤学⾼校

4 DF 神⽥ 悠成 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｾｲ 2001/6/26 3 178 cm 71 kg 新潟医療福祉⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

5 DF 秋元 琉星 ｱｷﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 2003/1/25 2 180 cm 79 kg 新潟医療福祉⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

6 MF 坂岸 寛⼤ ｻｶｷﾞｼ ｶﾝﾀ 2002/1/18 3 168 cm 63 kg 新潟医療福祉⼤学 横浜創英⾼校

7 MF 松本 天夢 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾝﾑ 2002/9/28 2 169 cm 56 kg 新潟医療福祉⼤学 ⾼崎経済⼤学附属⾼校

8 MF 沼⽥ 航征 ﾇﾏﾀ ｺｳｾｲ 2002/1/12 3 177 cm 70 kg 新潟医療福祉⼤学 FC東京U-18

9 FW ⽥中 翔太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 2001/4/10 3 177 cm 81 kg 新潟医療福祉⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

10 MF 遠藤 ⻘空 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 2001/12/14 3 168 cm 59 kg 北陸⼤学 桐⽣第⼀⾼校

11 FW 松井 拓海 ﾏﾂｲ ﾀｸﾐ 2001/10/1 3 170 cm 70 kg 新潟経営⼤学 藤枝明誠⾼校

12 GK ⽯⾒ 凜汰朗 ｲﾜﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ 2003/11/19 1 184 cm 75 kg 松本⼤学 東京都市⼤学塩尻⾼校

13 DF 宮脇 茂夫 ﾐﾔﾜｷ ｼｹﾞｵ 2001/12/7 3 172 cm 68 kg 新潟経営⼤学 ⼤成学園⼤成⾼校

14 MF ⻑⾕川 夢作 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｻｸ 2001/10/9 3 173 cm 63 kg 新潟医療福祉⼤学 磐⽥U-18

15 MF ⽩井 敬 ｼﾗｲ ｹｲ 2002/9/28 2 169 cm 66 kg 新潟経営⼤学 三菱養和SC・Y

16 MF 河⽥ 壮平 ｶﾜﾀﾞ ｿｳﾍｲ 2001/8/1 3 175 cm 79 kg 新潟経営⼤学 敬愛学園⾼校

18 DF 北野 ⼤和 ｷﾀﾉ ﾔﾏﾄ 2004/3/14 1 180 cm 77 kg 松本⼤学 東京都市⼤学塩尻⾼校

19 DF 瀧澤 ⼤輔 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 2001/6/5 2 180 cm 72 kg 松本⼤学 松本国際⾼校

20 MF 花枝 ⿓之介 ﾊﾅｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 2002/3/23 3 173 cm 62 kg ⾦沢星稜⼤学 堀越⾼校

22 FW 松⾕ 昂輝 ﾏﾂﾔ ｺｳｷ 2002/3/6 3 179 cm 66 kg 新潟医療福祉⼤学 市⽴船橋⾼校

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】

⽒名

 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3-10-15

JFAハウス7階

第37回デンソーカップチャレンジサッカー　茨城大会
北信越選抜　大会エントリー選手

【STAFF】



2023/2/20

役職 所属
チームリーダー/コーチ 若井 研治 ﾜｶｲ ｹﾝｼﾞ 福⼭平成⼤学

監督 房野 真也 ﾎﾞｳﾉ ｼﾝﾔ 広島⽂化学園⼤学

トレーナー 今⽥ 幸伸 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ いまだ接⾻院

主務 新⾕ 彩花 ｼﾝﾀﾆ ｱﾔｶ 福⼭平成⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 郷⽥ 凪砂 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 2002/6/21 2 179 cm 74 kg 福⼭⼤学 京都橘⾼校

2 DF 下市 侑征 ｼﾓｲﾁ ﾕｳｾｲ 2001/7/13 3 170 cm 65 kg 広島経済⼤学 崇徳⾼校

3 DF 辻岡 佑真 ﾂｼﾞｵｶ ﾕｳﾏ 2001/12/9 3 183 cm 80 kg IPU・環太平洋⼤学 ⾼松⼯芸⾼校

4 DF 江崎 智哉 ｴｻｷ ﾄﾓﾔ 2002/10/14 2 173 cm 69 kg 福⼭⼤学 創成館⾼校

5 DF ⾼橋 朝⽇ ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 2001/5/3 3 181 cm 68 kg 広島⼤学 ⼭梨学院⾼校

6 MF ⼭崎 裕真 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 2001/11/10 3 170 cm 63 kg 広島修道⼤学 聖光⾼校

7 MF ⽔⼝ ⾶呂 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾛ 2002/1/14 3 175 cm 66 kg IPU・環太平洋⼤学 履正社⾼校

8 DF ⼭邊 樹 ﾔﾏﾍﾞ ﾀﾂｷ 2002/4/23 2 173 cm 68 kg 広島⼤学 ⼭⼝U-18

9 FW 今⽥ 蒼葉 ｲﾏﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 2001/5/29 3 175 cm 75 kg 広島経済⼤学 ⾼川学園⾼校

10 MF 中村 蒼 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 2002/12/9 2 173 cm 70 kg 広島⼤学 帝京⻑岡⾼校

11 MF 三宅 千尋 ﾐﾔｹ ﾁﾋﾛ 2001/12/20 3 171 cm 61 kg 福⼭平成⼤学 尽誠学園⾼校

12 GK 井上 ⼤也 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾔ 2001/6/16 3 172 cm 68 kg 広島⼤学 広島県瀬⼾内⾼校

13 FW 町⽥ ⼤河 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 2001/10/28 3 171 cm 68 kg ⼭⼝⼤学 四国学院⼤学⾹川⻄⾼校

14 MF 寺尾 海星 ﾃﾗｵ ｶｲｾｲ 2001/11/5 3 175 cm 67 kg IPU・環太平洋⼤学 ⽟野光南⾼校

15 FW 酢⾕ 元哉 ｽﾀﾞﾆ ﾓﾄﾔ 2001/3/8 3 169 cm 65 kg 広島⼤学 ⻄尾⾼校

16 DF 松村 巧 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸ 2002/6/17 2 175 cm 69 kg 福⼭⼤学 ⽴正⼤学淞南⾼校

17 MF 村⽥ 仁 ﾑﾗﾀ ｼﾞﾝ 2001/8/4 3 169 cm 62 kg 広島⽂化学園⼤学 崇徳⾼校

18 DF ⽑利 隼 ﾓｳﾘ ｼｭﾝ 2003/2/28 2 176 cm 73 kg IPU・環太平洋⼤学 ⼤阪学院⼤学⾼校

19 FW 瀬川 颯摩 ｾｶﾞﾜ ｿｳﾏ 2003/12/20 1 177 cm 72 kg 周南公⽴⼤学 島原商業⾼校

20 MF 酒井 ⼤⽃ ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 2002/4/30 2 160 cm 60 kg 広島⼤学 東福岡⾼校

22 MF ⾹取 潤 ｶﾄﾘ ｼﾞｭﾝ 2003/7/10 1 173 cm 73 kg 広島⼤学 広島Y

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】

⽒名

 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3-10-15

JFAハウス7階

第37回デンソーカップチャレンジサッカー　茨城大会
中国選抜　大会エントリー選手

【STAFF】



2023/2/20

役職 所属

監督 和⽥ 憲明 ﾜﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 四国学院⼤学

コーチ 渡部 誉也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔ 聖カタリナ⼤学
トレーナー 渡部 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ ⾼松⼤学

分析 福本 愛⽃ ﾌｸﾓﾄ ｱｲﾄ ⾼知⼤学

主務 阿部 華⼰ ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 四国学院⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK ⽵内 登⼠郎 ﾀｹｳﾁ ﾄｳｼﾛｳ 2002/7/10 2 180 cm 63 kg 聖カタリナ⼤学 今治東中等教育学校

2 DF ⼋⼗嶋 ⼀⽃ ﾔｿｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ 2001/5/14 3 169 cm 66 kg ⾼松⼤学 ⼤⼿前⾼松⾼校

3 DF 松本 賢⼠ ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 2001/4/7 3 179 cm 69 kg ⾼知⼤学 神⼾星城⾼校

4 DF ⼭下 詩⾳ ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾝ 2001/12/20 3 181 cm 73 kg 聖カタリナ⼤学 ⾼川学園⾼校

5 DF 吉松 凛 ﾖｼﾏﾂ ﾘﾝ 2001/8/29 3 181 cm 70 kg 四国学院⼤学 愛媛U-18

6 MF ⼩村 萌⽃ ｵﾑﾗ ﾓｴﾄ 2001/7/14 3 169 cm 66 kg 四国学院⼤学 ⼭梨学院⾼校

7 MF 熊野 敬⼆郎 ｸﾏﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ 2002/6/10 2 168 cm 58 kg 四国学院⼤学 四国学院⼤学⾹川⻄⾼校

8 MF 松元 琉磨 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾏ 2003/3/18 2 178 cm 67 kg ⾼松⼤学 鳳凰⾼校 

9 FW 朝岡 裕介 ｱｻｵｶ ﾕｳｽｹ 2000/5/29 3 178 cm 73 kg ⾼知⼤学 SOLTILO CHIBA FC 

10 FW ⽮野 佑介 ﾔﾉ ﾕｳｽｹ 2002/10/20 2 175 cm 67 kg ⾼松⼤学 ⽴正⼤学淞南⾼校

11 MF 加藤 駿介 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 2002/10/6 2 166 cm 60 kg 松⼭⼤学 済美学園済美⾼校

12 GK 栗原 拓也 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 2004/2/5 1 169 cm 75 kg ⾼松⼤学 ⼤社⾼校

13 FW 梶原 彗汰 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 2003/4/27 1 173 cm 67 kg 聖カタリナ⼤学 愛媛U-18

14 DF 河村 太暉 ｶﾜﾑﾗ ﾀｲｷ 2002/6/3 2 175 cm 72 kg 四国学院⼤学 鳴⾨⾼校

15 FW 三好 凱⽃ ﾐﾖｼ ｶｲﾄ 2001/10/6 3 165 cm 65 kg 聖カタリナ⼤学 新⽥⾼校

16 DF 伊形 侑真 ｲｶﾞﾀ ﾕｳｼﾝ 2003/6/23 1 178 cm 69 kg 聖カタリナ⼤学 東海⼤学付属熊本星翔⾼校

17 MF 児⽟ 凌空 ｺﾀﾞﾏ ﾘｸ 2003/9/18 1 165 cm 56 kg 聖カタリナ⼤学 東海⼤学付属熊本星翔⾼校

18 MF 福家 ⼤翔 ﾌｹ ﾋﾛﾄ 2002/9/24 2 175 cm 68 kg ⾼松⼤学 尽誠学園⾼校

19 DF 佐藤 敬太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 2002/6/7 2 177 cm 75 kg 四国学院⼤学 四国学院⼤学⾹川⻄⾼校

20 MF 三好 憂 ﾐﾖｼ ﾕｳ 2003/10/8 1 167 cm 57 kg ⾼松⼤学 今治東中等教育学校

22 DF 辻岡 招真 ﾂｼﾞｵｶ ｼｮｳﾏ 2004/3/5 1 176 cm 65 kg ⾼松⼤学 尽誠学園⾼校

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】

⽒名

 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3-10-15

JFAハウス7階

第37回デンソーカップチャレンジサッカー　茨城大会
四国選抜　大会エントリー選手

【STAFF】



2023/2/20

役職 所属

監督 ⼋⼾ 寿憲 ﾔｴ ﾋｻﾉﾘ ⻑崎総合科学⼤学

コーチ 児⽟ 進⼆ ｺﾀﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 福岡⼤学

コーチ 内 伸太 ﾅｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 九州国際⼤学

主務 眞崎 惣介 ﾏｻｷ ｿｳｽｹ 福岡⼤学
テクニカルディレクター ⼭本 順之 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 九州保健福祉⼤学

トレーナー 北園 海 ｷﾀｿﾞﾉ ｳﾐ ⿅屋体育⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 後藤 ⼤輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 2003/7/30 1 182 cm 75 kg ⽇本⽂理⼤学 ⽇章学園⾼校

2 DF 吉⽥ 真那⽃ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ 2001/11/16 3 172 cm 63 kg ⿅屋体育⼤学 浜松開誠館⾼校

3 DF 合⼾ 倫太郎 ｺﾞｳﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 2002/4/1 3 169 cm 69 kg 福岡⼤学 浜松開誠館⾼校

4 DF 鷹巣 直希 ﾀｶｽ ﾅｵｷ 2001/12/4 3 176 cm 70 kg 九州産業⼤学 福岡U-18

5 DF 伊藤 颯真 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 2001/7/18 3 181 cm 72 kg 福岡⼤学 洛北⾼校

6 MF 重⾒ 柾⽃ ｼｹﾞﾐ ﾏｻﾄ 2001/9/20 3 170 cm 64 kg 福岡⼤学 ⼤分⾼校

7 FW ベ ジョンミン ﾍﾞ ｼﾞｮﾝﾐﾝ 2001/6/16 3 178 cm 75 kg 九州産業⼤学 駒澤⼤学附属苫⼩牧⾼校

8 MF 中別府 柊太 ﾅｶﾍﾞｯﾌﾟ ｼｭｳﾀ 2002/1/23 3 180 cm 68 kg 宮崎産業経営⼤学 ⽇章学園⾼校

9 FW 濱⽥ 智也 ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 2001/10/1 3 183 cm 75 kg 九州国際⼤学 れいめい⾼校

10 MF 北條 真汰 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼﾝﾀ 2001/5/20 3 173 cm 68 kg 福岡⼤学 ⿅児島城⻄⾼校

11 FW 中⼭ 桂吾 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｺﾞ 2003/12/14 1 180 cm 75 kg 福岡⼤学 ⾼川学園⾼校

12 GK 菅沼 ⼀晃 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞｱｷ 2001/9/12 3 186 cm 83 kg 福岡⼤学 浜松開誠館⾼校

13 DF 内⽥ 裕也 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾔ 2001/5/21 3 172 cm 72 kg 福岡⼤学 ⾼川学園⾼校

14 DF 磯⾕ 駿 ｲｿﾀﾆ ｼｭﾝ 2002/7/30 2 181 cm 77 kg 福岡⼤学 九州国際⼤学付属⾼校

15 MF 松尾 亮汰 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾀ 2003/1/9 2 168 cm 68 kg 福岡⼤学 佐賀⿓⾕学園⿓⾕⾼校

16 MF 吉川 敬進 ﾖｼｶﾜ ｹｲｼﾝ 2003/7/26 1 170 cm 65 kg ⿅屋体育⼤学 JFAアカデミー

17 FW ⽚⼭ 颯⼈ ｶﾀﾔﾏ ﾊﾔﾄ 2003/6/26 1 168 cm 62 kg ⿅屋体育⼤学 ⽶⼦北⾼校

18 DF 岡⽥ ⼤和 ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ 2001/6/17 3 180 cm 80 kg 福岡⼤学 ⽶⼦北⾼校

19 MF 榊原 琉太 ｻｶｷﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 2001/5/23 3 189 cm 83 kg 福岡⼤学 熊本商業⾼校

20 MF 横畑 匠海 ﾖｺﾊﾀ ﾀｸﾐ 2002/8/15 2 167 cm 57 kg 九州産業⼤学 興國⾼校

22 DF ⼾⽥ 峻平 ﾄﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 2004/1/16 1 178 cm 75 kg ⿅屋体育⼤学 ⿃栖U-18

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】

⽒名

 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3-10-15

JFAハウス7階

第37回デンソーカップチャレンジサッカー　茨城大会
九州選抜　大会エントリー選手

【STAFF】


