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李 宇韺 ｲ ｳﾖﾝ

福⼠ 徳⽂ ﾌｸｼ ﾉﾘﾌﾐ

⾼橋 宏次郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞﾛｳ

児⽟ 進⼆ ｺﾀﾞﾏ ｼﾝｼﾞ

須藤 彰仁 ｽﾄｳ ｱｷﾋﾄ

北園 海 ｷﾀｿﾞﾉ ｳﾐ

鏑⽊ 享 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾄｵﾙ

内野 亮汰 ｳﾁﾉ ﾘｮｳﾀ

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

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

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 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

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 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

14 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

18 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

19 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

23 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

6 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

7 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

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

15 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

16 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

17 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

20 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

22 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

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 FW 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

11 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

13 FW 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
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【PLAYER】

⽒名 ⾝⻑ 体重

GKコーチ 福岡⼤学

ドクター ⽔⼾協同病院

トレーナー ⿅屋体育⼤学

監督 専修⼤学

コーチ 慶應義塾⼤学

コーチ 関⻄学院⼤学
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全⽇本⼤学選抜メンバーリスト
DENSO CUP SOCCER 第21回⼤学⽇韓（韓⽇）定期戦

【STAFF】

役職 ⽒名 所属


