
2023/2/26

役職 所属

監督 的場 千尋 ﾏﾄﾊﾞ ﾁﾋﾛ 福⼭⼤学

コーチ 福⼠ 徳⽂ ﾌｸｼ ﾉﾘﾌﾐ 慶應義塾⼤学

コーチ 平⼭ 相太 ﾋﾗﾔﾏ ｿｳﾀ 筑波⼤学

GKコーチ 時久 省吾 ﾄｷﾋｻ ｼｮｳｺﾞ 京都産業⼤学
学⽣トレーナー 野澤 光希 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ 筑波⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK ヒル 袈依廉 ﾋﾙ ｶｲﾚﾝ 2002/7/9 2 194 cm 86 kg 早稲⽥⼤学 ⿅児島城⻄⾼校

2 DF 橋本 悠 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 2002/6/7 2 171 cm 64 kg 福岡⼤学 ⿃栖U-18

3 DF 桒⽥ ⼤誠 ｸﾜﾀ ﾀｲｾｲ 2002/8/26 2 185 cm 80 kg 中京⼤学 暁星国際⾼校

4 DF 福井 啓太 ﾌｸｲ ｹｲﾀ 2002/5/19 2 177 cm 74 kg 筑波⼤学 ⼤宮U18

5 DF 根本 健太 ﾈﾓﾄ ｹﾝﾀ 2002/12/13 2 184 cm 81 kg 流通経済⼤学 東京学館⾼校

6 MF ⾓ 昂志郎 ｽﾐ ｺｳｼﾛｳ 2002/8/13 2 165 cm 63 kg 筑波⼤学 FC東京U-18

7 FW 名須川 真光 ﾅｽｶﾜ ﾏｻｷ 2003/9/16 1 177 cm 78 kg 順天堂⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

8 MF 加藤 ⽞ ｶﾄｳ ｹﾞﾝ 2003/4/15 1 182 cm 78 kg 筑波⼤学 名古屋U-18

9 FW 三浦 敏邦 ﾐｳﾗ ﾄｼｸﾆ 2002/6/9 2 185 cm 82 kg 拓殖⼤学 神⼾U-18

10 MF 藤井 海和 ﾌｼﾞｲ ｶｲﾄ 2003/2/15 2 173 cm 71 kg 流通経済⼤学 流通経済⼤学付属柏⾼校

11 FW 桑⼭ 侃⼠ ｸﾜﾔﾏ ｶﾝｼﾞ 2002/11/28 2 184 cm 80 kg 東海⼤学 東海⼤学付属⾼輪台⾼校

12 GK 上林 豪 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 2002/8/18 2 186 cm 78 kg 明治⼤学 C⼤阪U-18

13 MF 常盤 亨太 ﾄｷﾜ ｷｮｳﾀ 2002/4/9 2 173 cm 69 kg 明治⼤学 FC東京U-18

14 MF ⽊⼾ 柊摩 ｷﾄﾞ ｼｭｳﾏ 2003/1/2 2 170 cm 63 kg ⼤阪体育⼤学 札幌U-18

15 MF ⽥村 蒼⽣ ﾀﾑﾗ ｿｳｷ 2002/4/20 2 165 cm 60 kg 筑波⼤学 柏U-18

16 DF 中島 舜 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝ 2002/4/8 2 172 cm 60 kg 流通経済⼤学 柏U-18

17 MF 笠井 佳祐 ｶｻｲ ｹｲｽｹ 2002/8/30 2 180 cm 70 kg 桐蔭横浜⼤学 関東第⼀⾼校

18 DF 野瀬 翔也 ﾉｾ ｼｮｳﾔ 2003/2/14 2 184 cm 71 kg 阪南⼤学 東邦⾼校

19 DF 関根 ⼤輝 ｾｷﾈ ﾋﾛｷ 2002/8/11 2 187 cm 82 kg 拓殖⼤学 静岡学園⾼校

20 FW ⽇野 翔太 ﾋﾉ ｼｮｳﾀ 2002/10/16 2 166 cm 61 kg 拓殖⼤学 堀越⾼校

22 DF ⼩林 栞太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 2003/8/1 1 175 cm 74 kg 駒澤⼤学 ⿅島Y

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
U-20全日本選抜メンバー表

【STAFF】

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】



2023/2/26

役職 所属
チームリーダー ⼩井⼟ 正亮 ｺｲﾄﾞ ﾏｻｱｷ 筑波⼤学

監督 深井 正樹 ﾌｶｲ ﾏｻｷ 駒澤⼤学

コーチ 荒⽥ 智之 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾕｷ ⽴正⼤学

GKコーチ 島崎 恭平 ｼﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 桐蔭横浜⼤学
学⽣トレーナー 村⼭ 健 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝ 法政⼤学
学⽣アナリスト 飯⽥ 佳亮 ｲｲﾀﾞ ｹｲｽｹ 中央⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 髙⼭ 汐⽣ ﾀｶﾔﾏ ｼｵｷ 2001/6/13 3 190 cm 82 kg 筑波⼤学 湘南U-18

2 DF ⽥頭 亮太 ﾀｶﾞｼﾗ ﾘｮｳﾀ 2002/2/7 3 170 cm 67 kg 東洋⼤学 東福岡⾼校

3 DF 岡 哲平 ｵｶ ﾃｯﾍﾟｲ 2001/9/6 3 186 cm 83 kg 明治⼤学 FC東京U-18

4 DF ⽜澤 健 ｳｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 2001/4/11 3 177 cm 73 kg 中央⼤学 名古屋U-18

5 DF ⻘⽊ 駿⼈ ｱｵｷ ﾊﾔﾄ 2001/4/6 3 183 cm 75 kg ⽇本⼤学 ⽇本⼤学藤沢⾼校

6 MF 浅倉 廉 ｱｻｸﾗ ﾚﾝ 2001/4/28 3 168 cm 61 kg 拓殖⼤学 静岡学園⾼校

7 MF ⼭内 翔 ﾔﾏｳﾁ ｶｹﾙ 2002/1/6 3 178 cm 76 kg 筑波⼤学 神⼾U-18

8 MF ⼩倉 陽太 ｵｸﾞﾗ ﾋﾅﾀ 2001/5/3 3 183 cm 71 kg 早稲⽥⼤学 横浜FC･Y

9 FW 久保 征⼀郎 ｸﾎﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 2001/6/22 3 186 cm 79 kg 法政⼤学 FC東京U-18

10 MF 佐藤 恵允 ｻﾄｳ ｹｲﾝ 2001/7/11 3 178 cm 76 kg 明治⼤学 実践学園⾼校

11 FW 古川 真⼈ ﾌﾙｶﾜ ﾏﾅﾄ 2001/11/14 3 175 cm 74 kg 国⼠舘⼤学 実践学園⾼校

12 GK 猪越 優惟 ｲﾉｺｼ ﾕｳｲ 2001/5/26 3 183 cm 75 kg 中央⼤学 帝京⻑岡⾼校

13 DF ⼩針 宏太郎 ｺﾊﾞﾘ ｺｳﾀﾛｳ 2002/3/19 3 182 cm 73 kg 駒澤⼤学 ⿅島Y

14 MF ⻘島 太⼀ ｱｵｼﾏ ﾀｲﾁ 2001/4/17 3 170 cm 63 kg ⽴正⼤学 清⽔Y

15 MF 加藤 悠⾺ ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 2001/12/15 3 164 cm 63 kg 拓殖⼤学 神⼾U-18

16 MF 細⾕ 航平 ﾎｿﾔ ｺｳﾍｲ 2001/12/11 3 182 cm 70 kg 法政⼤学 広島Y

17 MF 榊原 杏太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷｮｳﾀ 2001/10/20 3 168 cm 61 kg ⽴正⼤学 名古屋U-18

18 DF 今野 息吹 ｺﾝﾉ ｲﾌﾞｷ 2001/5/10 3 179 cm 70 kg 法政⼤学 三菱養和SC・Y

19 DF ⻑澤 シバ タファリ ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾊﾞ ﾀﾌｧﾘ 2001/12/12 3 186 cm 75 kg 関東学院⼤学 東京武蔵野シティFC U-18

20 MF ⼩林 ⾥駆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 2001/8/2 3 171 cm 69 kg 順天堂⼤学 FC東京U-18

22 DF ⼭⽥ 裕翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 2001/7/19 3 182 cm 80 kg 国⼠舘⼤学 正智深⾕⾼校

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
関東選抜Aメンバー表

【STAFF】

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】



2023/2/26

役職 所属
チームリーダー ⼩井⼟ 正亮 ｺｲﾄﾞ ﾏｻｱｷ 筑波⼤学

監督 川本 ⼤輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 流通経済⼤学

コーチ ⻄⽥ 祐⼠ ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｼ 国⼠舘⼤学

GKコーチ 島崎 恭平 ｼﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 桐蔭横浜⼤学
学⽣トレーナー 浅⽊ 柊⼈ ｱｻｷ ｼｭｳﾄ 早稲⽥⼤学
学⽣アナリスト 服部 健世 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｾｲ 法政⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 川上 康平 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 2001/4/24 3 187 cm 85 kg 東洋⼤学 JFAアカデミー

2 DF 熊倉 弘貴 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 2002/5/16 2 174 cm 70 kg ⽇本⼤学 前橋育英⾼校

3 DF 井上 太聖 ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 2002/10/1 2 183 cm 75 kg 順天堂⼤学 堀越⾼校

4 DF 森⽥ 礼 ﾓﾘﾀ ﾚｲ 2001/5/21 3 180 cm 75 kg 国⼠舘⼤学 実践学園⾼校

5 DF モヨ マルコム強志 ﾓﾖ ﾏﾙｺﾑﾂﾖｼ 2001/6/3 3 181 cm 80 kg 法政⼤学 東福岡⾼校

6 DF 渋⾕ 諒太 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 2003/5/15 1 174 cm 68 kg 流通経済⼤学 流通経済⼤学付属柏⾼校

7 MF ⽥中 克幸 ﾀﾅｶ ｶﾂﾕｷ 2002/3/15 3 174 cm 67 kg 明治⼤学 帝京⻑岡⾼校

8 DF 森 璃太 ﾓﾘ ﾘｲﾀ 2001/8/19 3 170 cm 65 kg 早稲⽥⼤学 川崎U-18

9 FW 太⽥ ⿓之介 ｵｵﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 2002/4/1 3 185 cm 75 kg 明治⼤学 岡⼭U-18

10 MF 吉尾 虹樹 ﾖｼｵ ｺｳｼﾞｭ 2001/4/25 3 167 cm 61 kg 法政⼤学 横浜FM・Y

11 FW 藤井 ⼀志 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｼ 2001/9/30 3 174 cm 72 kg 東海⼤学 東海⼤学付属⾼輪台⾼校

12 GK 杉本 光希 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾂｷ 2001/8/17 3 181 cm 76 kg ⽴正⼤学 磐⽥U-18

13 DF 井上 樹 ｲﾉｳｴ ﾐｷ 2001/5/28 3 178 cm 74 kg 明治⼤学 甲府U-18

14 MF 熊坂 光希 ｸﾏｻｶ ｺｳｷ 2001/4/15 3 183 cm 72 kg 東京国際⼤学 柏U-18

15 MF ⼭崎 太新 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｼﾝ 2004/2/27 1 174 cm 71 kg 筑波⼤学 横浜FC･Y

16 DF ⻑江 皓亮 ﾅｶﾞｴ ｺｳｽｹ 2001/7/26 3 182 cm 75 kg 東海⼤学 ⽮板中央⾼校

17 MF 岩井 琢朗 ｲﾜｲ ﾀｸﾛｳ 2002/11/27 2 175 cm 69 kg 順天堂⼤学 東福岡⾼校

18 MF ⽥邉 光平 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 2001/10/9 3 168 cm 59 kg 中央⼤学 名古屋U-18

19 FW 宮⽥ 和純 ﾐﾔﾀ ｲｽﾞﾐ 2001/4/28 3 184 cm 78 kg 流通経済⼤学 FC東京U-18

20 FW 川畑 優翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 2003/9/9 1 178 cm 71 kg 流通経済⼤学 流通経済⼤学付属柏⾼校

22 DF 神橋 良汰 ｶﾐﾊｼ ﾘｮｳﾀ 2002/6/16 2 192 cm 85 kg 早稲⽥⼤学 川崎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
関東選抜Bメンバー表

【STAFF】



2023/2/26

役職 所属

監督 ⼭⻄ 尊裕 ﾔﾏﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 常葉⼤学

コーチ 永冨 裕也 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾕｳﾔ 中京⼤学

GKコーチ ⾼⽥ 優 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 岐⾩協⽴⼤学
トレーナー 加藤 淳司 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 中京⼤学
学⽣トレーナー 中村 駿⼀ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 中京⼤学

主務 江間 優奈 ｴﾏ ﾕｳﾅ 静岡産業⼤学

副務 ⼭村 友⾥菜 ﾔﾏﾑﾗ ﾕﾘﾅ 名古屋学院⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 中島 佳太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀﾛｳ 2001/6/6 3 186 cm 82 kg 常葉⼤学 磐⽥U-18

2 MF 常安 澪 ﾂﾈﾔｽ ﾐｵ 2001/9/8 3 165 cm 60 kg 東海学園⼤学 川崎U-18

3 DF 佐藤 颯真 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 2003/11/3 1 181 cm 70 kg 東海学園⼤学 東海学園⾼校

4 DF ⻑島 武 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｹﾙ 2001/5/26 3 178 cm 66 kg 静岡産業⼤学 千葉U-18

5 DF 多⽥ ⾵太 ﾀﾀﾞ ﾌｳﾀ 2000/10/16 3 180 cm 72 kg 中京⼤学 中部⼤学第⼀⾼校

6 MF ⾼瀬 ⽣聖 ﾀｶｾ ｳｷｮｳ 2001/7/6 3 170 cm 67 kg 常葉⼤学 奈良県⽴⼭辺⾼校

7 MF 藤井 皓也 ﾌｼﾞｲ ｺｳﾔ 2001/8/29 3 165 cm 60 kg 中京⼤学 静岡学園⾼校

8 MF 井堀 ⼆昭 ｲﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 2001/4/16 3 172 cm 68 kg 東海学園⼤学 静岡学園⾼校

9 FW 近藤 慶⼀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾄ 2002/3/3 3 182 cm 81 kg 名古屋学院⼤学 中京学院⼤学附属中京⾼校

10 MF 古⻑⾕ 千博 ｺﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ 2001/10/25 3 170 cm 61 kg 常葉⼤学 清⽔桜が丘⾼校

11 MF 前⽥ 翔茉 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 2002/1/8 3 178 cm 72 kg 常葉⼤学 清⽔桜が丘⾼校

12 GK 福本 悠 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳ 2002/7/3 2 183 cm 78 kg 中京⼤学 G⼤阪Y

13 MF 岡本 晟也 ｵｶﾓﾄ ｾｲﾔ 2003/12/7 1 182 cm 72 kg 中京⼤学 津⼯業⾼校

14 MF ⼭村 琉偉 ﾔﾏﾑﾗ ﾙｲ 2002/4/27 2 168 cm 64 kg 名古屋学院⼤学 磐⽥U-18

15 MF 有働 夢叶 ｳﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 2002/12/8 2 175 cm 69 kg 中京⼤学 興國⾼校

16 DF 藤本 奎詩 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼ 2001/9/7 3 176 cm 68 kg 東海学園⼤学 中央学院⾼校

17 MF 永⽥ 貫太 ﾅｶﾞﾀ ｶﾝﾀ 2001/8/11 3 170 cm 66 kg 中京⼤学 鵬学園⾼校

18 DF 深澤 壯太 ﾌｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 2003/3/20 2 175 cm 70 kg 中京⼤学 ⼤阪桐蔭⾼校

19 DF ⾼井 健太 ﾀｶｲ ｹﾝﾀ 2001/4/21 3 187 cm 78 kg 名古屋産業⼤学 帝京⼤学可児⾼校

20 MF 武藤 寛 ﾑﾄｳ ﾋﾛｼ 2003/9/2 1 168 cm 63 kg 中京⼤学 市⽴船橋⾼校

22 MF 押富 ⼤輝 ｵｼﾄﾐ ﾀｲｷ 2002/4/9 2 173 cm 70 kg 中京⼤学 神⼾U-18

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
東海選抜メンバー表

【STAFF】

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】



2023/2/26

役職 所属

監督 ⽯間 寛⼈ ｲｼﾏ ﾋﾛﾄ びわこ成蹊スポーツ⼤学

コーチ 持⽥ 和明 ﾓﾁﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 京都産業⼤学

コーチ 中⽥ 洋平 ﾅｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 関⻄福祉⼤学

GKコーチ 中島 健吾 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｺﾞ 関⻄学院⼤学
トレーナー 内⽥ 靖之 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 関⻄医療⼤学

主務 松本 ⻁志郎 ﾏﾂﾓﾄ ｺｼﾞﾛｳ 関⻄学院⼤学
 アナリスト 引⽥ 真尋 ﾋｷﾀﾞ ﾏﾋﾛ 桃⼭学院⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 所属 前所属

1 GK 倉原 將 ｸﾗﾊﾗ ｼｮｳ 2002/5/13 2 180 cm 78 kg びわこ成蹊スポーツ⼤学 ⿃栖U-18

2 DF 奥⽥ 勇⽃ ｵｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 2001/4/21 3 173 cm 68 kg 桃⼭学院⼤学 G⼤阪Y

3 DF 中⼭ 雅⽃ ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾄ 2001/12/9 3 179 cm 73 kg ⼤阪体育⼤学 東⼭⾼校

4 DF ⾼⽊ 践 ﾀｶｷﾞ ｾﾝ 2002/3/14 3 173 cm 69 kg 阪南⼤学 阪南⼤学⾼校

5 DF 髙橋 直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 2001/5/28 3 180 cm 70 kg 関⻄⼤学 G⼤阪Y

6 MF ⻑尾 優⽃ ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾄ 2001/8/31 3 178 cm 72 kg 関⻄学院⼤学 G⼤阪Y

7 MF ⼯藤 真⼈ ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ 2001/5/7 3 172 cm 66 kg びわこ成蹊スポーツ⼤学 仙台Y

8 MF 美藤 倫 ﾐﾄｳ ﾘﾝ 2002/2/12 3 180 cm 68 kg 関⻄学院⼤学 東海⼤学付属⼤阪仰星⾼校

9 FW 古⼭ 兼悟 ﾌﾙﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 2002/7/11 2 178 cm 70 kg ⼤阪体育⼤学 ⽴正⼤学淞南⾼校

10 MF ⾷野 壮磨 ﾒｼﾉ ｿｳﾏ 2001/5/20 3 168 cm 64 kg 京都産業⼤学 G⼤阪Y

11 FW ⻄村 真祈 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｷ 2001/11/3 3 178 cm 78 kg 関⻄⼤学 C⼤阪U-18

12 GK 清原 寛⽃ ｷﾖﾊﾗ ﾋﾛﾄ 2003/2/5 2 175 cm 68 kg 関⻄福祉⼤学 ⽇章学園⾼校

13 MF 杉本 蓮 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ 2003/3/18 2 175 cm 60 kg 関⻄福祉⼤学 京都橘⾼校

14 DF 濃野 公⼈ ﾉｳﾉ ｷﾐﾄ 2002/3/26 3 179 cm 66 kg 関⻄学院⼤学 熊本県⽴⼤津⾼校

15 MF 中野 瑠⾺ ﾅｶﾉ ﾘｭｳﾏ 2002/10/6 2 170 cm 64 kg ⽴命館⼤学 京都U-18

16 FW 奥村 仁 ｵｸﾑﾗ ｼﾞﾝ 2001/4/3 3 167 cm 63 kg 関⻄福祉⼤学 C⼤阪U-18

17 MF 倍井 謙 ﾏｽｲ ｹﾝ 2001/4/4 3 175 cm 70 kg 関⻄学院⼤学 名古屋U-18

18 FW ⽯橋 克之 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾂﾕｷ 2002/1/10 3 171 cm 63 kg びわこ成蹊スポーツ⼤学 ⽴正⼤学淞南⾼校

19 DF ⻄⽮ 慎平 ﾆｼﾔ ｼﾝﾍﾟｲ 2001/8/11 3 174 cm 74 kg 京都産業⼤学 神⼾弘陵学園⾼校

20 MF 福井 和樹 ﾌｸｲ ｶｽﾞｷ 2001/6/13 3 165 cm 65 kg 京都産業⼤学 G⼤阪Y

22 DF ⽊邨 優⼈ ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 2002/9/16 2 184 cm 74 kg 関⻄⼤学 京都U-18

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
関西選抜メンバー表

【STAFF】

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】



2023/2/26

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

 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
東北選抜メンバー表

【STAFF】

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】



2023/2/26

役職 所属

監督 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 中央⼤学
コーチ 中村 憲剛 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 中央⼤学
コーチ 太⽥ 康介 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ ⾦沢学院⼤学
コーチ 安部 久貴 ｱﾝﾍﾞ ﾋｻﾀｶ 北海道教育⼤学岩⾒沢校

GKコーチ ⽥中 祐次 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 桃⼭学院⼤学
トレーナー ⽶⽥ ⼀稀 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞｷ 東京学芸⼤学

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年 選出地域 所属 前所属

1 GK 菅沼 ⼀晃 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞｱｷ 2001/9/12 3 186 cm 83 kg 九州 福岡⼤学 浜松開誠館⾼校
2 DF 吉⽥ 真那⽃ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ 2001/11/16 3 172 cm 63 kg 九州 ⿅屋体育⼤学 浜松開誠館⾼校
3 DF 原⽥ 拓真 ﾊﾗﾀ ﾀｸﾏ 2001/10/22 3 182 cm 75 kg 北海道 札幌⼤学 秋⽥U-18
4 DF 森⽥ 慎吾 ﾓﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 2001/7/9 3 178 cm 71 kg 北信越 新潟医療福祉⼤学 FC東京U-18
5 DF 辻岡 佑真 ﾂｼﾞｵｶ ﾕｳﾏ 2001/12/9 3 183 cm 80 kg 中国 IPU・環太平洋⼤学 ⾼松⼯芸⾼校
6 MF 坂岸 寛⼤ ｻｶｷﾞｼ ｶﾝﾀ 2002/1/18 3 168 cm 63 kg 北信越 新潟医療福祉⼤学 横浜創英⾼校
7 DF 岡⽥ ⼤和 ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ 2001/6/17 3 180 cm 80 kg 九州 福岡⼤学 ⽶⼦北⾼校
8 MF 重⾒ 柾⽃ ｼｹﾞﾐ ﾏｻﾄ 2001/9/20 3 170 cm 64 kg 九州 福岡⼤学 ⼤分⾼校
9 FW ⽥中 翔太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 2001/4/10 3 177 cm 81 kg 北信越 新潟医療福祉⼤学 ⻘森⼭⽥⾼校

10 MF 沼⽥ 航征 ﾇﾏﾀ ｺｳｾｲ 2002/1/12 3 177 cm 70 kg 北信越 新潟医療福祉⼤学 FC東京U-18
11 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 九州産業⼤学 駒澤⼤学附属苫⼩牧⾼校

12 GK 桃井 玲 ﾓﾓｲ ﾘｮｳ 2002/11/13 2 181 cm 75 kg 北信越 新潟医療福祉⼤学 桐光学園⾼校
13 DF ⾼橋 朝⽇ ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 2001/5/3 3 181 cm 68 kg 中国 広島⼤学 ⼭梨学院⾼校
14 MF ⽔⼝ ⾶呂 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾛ 2002/1/14 3 175 cm 66 kg 中国 IPU・環太平洋⼤学 履正社⾼校
15 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 四国学院⼤学 四国学院⼤学⾹川⻄⾼校

16 FW 酢⾕ 元哉 ｽﾀﾞﾆ ﾓﾄﾔ 2001/3/8 3 169 cm 65 kg 中国 広島⼤学 ⻄尾⾼校
17 MF ⾹取 潤 ｶﾄﾘ ｼﾞｭﾝ 2003/7/10 1 173 cm 73 kg 中国 広島⼤学 広島Y
18 MF 松尾 亮汰 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾀ 2003/1/9 2 168 cm 68 kg 九州 福岡⼤学 佐賀⿓⾕学園⿓⾕⾼校

19 DF ⼭下 詩⾳ ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾝ 2001/12/20 3 181 cm 73 kg 四国 聖カタリナ⼤学 ⾼川学園⾼校
20 MF 松本 天夢 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾝﾑ 2002/9/28 2 169 cm 56 kg 北信越 新潟医療福祉⼤学 ⾼崎経済⼤学附属⾼校

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

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
プレーオフ選抜メンバー表

【STAFF】

【MEMBER】

⽒名 ⾝⻑ 体重



2023/2/26

役職 所属

監督 仲村 浩⼆ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 尚志⾼校

コーチ 鈴⽊ 勝⼤ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 桐光学園⾼校

GKコーチ 平⽥ 俊英 ﾋﾗﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 聖和学園⾼校
トレーナー 鈴⽊ 優 ｽｽﾞｷ ﾕｳ BB Trainerʼｓ

団⻑ ⽥内 成⼈ ﾀｳﾁ ｼｹﾞﾄ 府⽴富⽥林⾼校

総務 ⽥中 哲也 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ ⼩城⾼校

主務 宮坂 拓弥 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾔ 駒込⾼校

主務 ⼤渓 晃太 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀ ⼤和⻄⾼校
サポートスタッフ 蔵森 紀昭 ｸﾗﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 成城学園⾼校
サポートスタッフ 砂⾦ 伸 ｲｻｺﾞ ｼﾝ ふたば未来学園⾼校

サポートスタッフ ⾼松 慎 ﾀｶﾏﾂ ｼﾝ 駒場東邦⾼校

No. Pos.  ⽣年⽉⽇ 学年

1 GK デューフエマニエル凛太朗 ﾃﾞｭｰﾌｴﾏﾆｴﾙﾘﾝﾀﾛｳ 2004/9/27 3 191 cm 85 kg

2 DF 市川 和弥 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾔ 2005/12/15 2 179 cm 70 kg

3 DF 多久島 良紀 ﾀｸｼﾏ ﾖｼｷ 2004/6/30 3 181 cm 75 kg

4 DF 齋藤 駿 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 2004/11/1 3 183 cm 77 kg

5 DF 三橋 春希 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙｷ 2004/5/4 3 175 cm 68 kg

6 DF ⼭内 恭輔 ﾔﾏｳﾁ ｷｮｳｽｹ 2004/11/25 3 170 cm 67 kg

7 MF 松橋 啓太 ﾏﾂﾊｼ ｹｲﾀ 2004/9/14 3 179 cm 69 kg

8 MF 安斎 悠⼈ ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾄ 2005/4/25 2 175 cm 67 kg

9 FW ⼩林 俊瑛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｴｲ 2004/6/1 3 191 cm 75 kg

10 FW ⼩湊 絆 ｺﾐﾅﾄ ﾂﾅ 2004/11/18 3 177 cm 73 kg

11 MF ⼩池 直⽮ ｺｲｹ ﾅｵﾔ 2005/2/12 3 179 cm 70 kg

12 DF 坂本 翼 ｻｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 2004/11/9 3 167 cm 62 kg

13 FW 古⽥ 和之介 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾉｽｹ 2004/7/12 3 175 cm 70 kg

14 MF 徳永 涼 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ 2004/6/26 3 177 cm 68 kg

15 DF ⼤⽥ 知輝 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 2004/8/26 3 186 cm 81 kg

16 MF 根津 元輝 ﾈﾂﾞ ｹﾞﾝｷ 2004/5/30 3 175 cm 68 kg

17 GK 上林 真⽃ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 2004/11/29 3 185 cm 82 kg

18 FW 塩⾙ 健⼈ ｼｵｶﾞｲ ｹﾝﾄ 2005/3/26 3 180 cm 75 kg

19 MF 真⽥ 蓮司 ｻﾅﾀﾞ ﾚﾝｼﾞ 2004/5/25 3 172 cm 68 kg

20 FW ⾼⾜ 善 ﾀｶｱｼ ｾﾞﾝ 2004/8/12 3 158 cm 57 kg

21 DF 新⾕ 陸⽃ ｼﾝﾀﾆ ﾘｸﾄ 2004/8/20 3 174 cm 69 kg

22 MF 野頼 駿介 ﾉﾖﾘ ｼｭﾝｽｹ 2004/7/1 3 174 cm 69 kg

23 GK 鈴⽊ 健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 2004/12/1 3 185 cm 78 kg

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
日本高校選抜メンバー表

【STAFF】

⽒名 ⾝⻑ 体重

【MEMBER】

成⽴学園⾼校

桐光学園⾼校

東⼭⾼校

前橋育英⾼校

熊本県⽴⼤津⾼校

履正社⾼校

前橋育英⾼校

前橋育英⾼校

帝京⾼校

所属

昌平⾼校

國學院⼤學久我⼭⾼校

前橋育英⾼校

東⼭⾼校

前橋育英⾼校

東⼭⾼校

尚志⾼校

熊本県⽴⼤津⾼校

⻘森⼭⽥⾼校

流通経済⼤学付属柏⾼校

尚志⾼校

⻘森⼭⽥⾼校

前橋育英⾼校

⻘森⼭⽥⾼校


