
主　催 ： 社団法人神奈川県サッカー協会　　　　　　

主　管 ： 社団法人神奈川県サッカー協会３種大会部会

日　時 ： 平成２１年１１月２９日（日）　　１７：００　キックオフ　　（４０分ハーフ）　中学校選抜　vs　クラブ選抜　　　　

会　場 ： マリノスタウン（横浜F・マリノスMM２１トレーニングセンター）　Cピッチ（人工芝）

背番号 氏　　名 ポジション 学校名（地区） 4種出身チーム 背番号 氏　名 ポジション 所属チーム 4種出身チーム

1 露木　光治 GK 末吉 KAZU 1 北村
キタムラ

　征
マサヤ

也 ＧＫ 横浜Ｆ・マリノスＪＹ追浜 いずみキッカーズ

2 石塚　淳 ＦＷ 森の里 FCしらゆりシーガルス 12 寺
テラ

越
コシ

　大河
ユタカ

ＧＫ 川崎フロンターレＵ－１５ 東住吉ＳＣ

3 井上　哲大 ＭＦ 森の里 若宮SC 2 栗林
クリバヤシ

　健太
ケンタ

ＤＦ 横浜Ｆ・マリノスＪＹ追浜 ＡＬＬ　Ｚ

4 大場　智貴 ＭＦ 栗田谷 EM SC 3 青木
アオキ

　優
ユウ

ＤＦ 横浜ＦＣ　ＪＹ ＦＣ　芹ヶ谷東京

5 杵渕　壮希 ＤＦ 伊勢原 リトルジャンボ 4 小林
コバヤシ

　築
キズク

ＤＦ 川崎フロンターレＵ－１５ ＦＣ奈良

6 菅本　　岳 MF 犬蔵 犬蔵SC 5 榎
エノ

下
シタ

　隼人
ハヤト

ＤＦ 横浜ＦＣ　ＪＹ 明治フリーバーズＳＳＳ

7 髙木　純 ＤＦ 桂台 公田SC 6 冨澤
トミザワ

　右京
ウキョウ

ＤＦ 横浜Ｆ・マリノスＪＹ ヴェルディジュニア

8 田中　稔也 ＤＦ 日野南 小山台SC 7 喜田
キダ

　拓也
タクヤ

ＭＦ 横浜Ｆ・マリノスＪＹ 横浜Ｆ・マリノスＰｒ

9 津國　和也 ＦＷ 若葉台 GSFC/若葉台FC 8 林
ハヤシ

　拓弥
タクヤ

ＭＦ 横浜Ｆ・マリノスＪＹ追浜 横浜Ｆ・マリノスＰｒ追浜

10 戸高　京佑 ＦＷ 桐蔭学園 FC.DESEO 9 田中
タナカ

　智
トモヤ

也 ＦＷ 横浜Ｆ・マリノスＪＹ追浜 湘南ルベント

11 野村　徹 ＦＷ 金沢 78ＦＣ西柴 10 相場
アイバ

　遥
ヨウスケ

介 ＦＷ 横浜Ｆ・マリノスＪＹ バディーＳＣ

12 橋本　直也 ＤＦ 衣笠 城北ファイターズ 11 河野
カワノ

　稜
リョウ

磨
マ

ＭＦ 横浜ＦＣ　ＪＹ バディーＳＣ

13 水野　功太郎 ＦＷ 奈良 FC奈良 13 松井
マツイ

　修平
シュウヘイ

ＭＦ 川崎フロンターレＵ－１５ さぎぬまＳＣ

14 宮地　元貴 ＭＦ 桐蔭学園 FC時之栖 14 宮川
ミヤカワ

　開
カイ

ＭＦ 横浜ＦＣ　ＪＹ 六ッ川ＳＣ

15 盛山　拓朗 ＭＦ 南が丘 南が丘少年少女ＳＣ 15 高野
タカノ

　遼
リョウ

ＦＷ 横浜Ｆ・マリノスＪＹ 横浜Ｆ・マリノスＰｒ

16 小石川　正樹 ＧＫ 白鴎 町田FC 16 小口
コグチ

　大貴
ダイキ

ＭＦ 川崎フロンターレＵ－１５ 菅ＦＣ

17 宮坂　瑠 ＤＦ／ＭＦ 衣笠 城北ファイターズ

18 武藤　央朗 ＭＦ 大清水 大清水なでしこＳＣ

19 蔵内　翔太 ＭＦ 秋葉台 秋葉台

20 大戸　岬 ＭＦ 腰越 腰越FC

21 市森　康平 ＦＷ 茅ヶ崎第一 FC東海岸

役　職 氏　名 役　職 氏　名

監督 中島　志 横須賀市立神明中学校 監督 尾上　純一

ヘッドコーチ 大野　真 （財）日本サッカー協会 コーチ 坪倉　進弥

コーチ 鈴木　雅哉 相模原市立田名中学校 コーチ 重田　征之

コーチ 森山　稔 伊勢原市立中沢中学校 コーチ 森　一哉

コーチ 加藤　歩 葉山町立南郷中学校 コーチ 佐藤　浩司

コーチ 岸　洋平 横須賀市立岩戸中学校 コーチ 高橋　一隆

コーチ 碇谷　直人 横須賀市立不入斗中学校

コーチ 高橋　拓也 横須賀市立常葉中学校

GKコーチ 髙橋　奨 横浜市立南戸塚中学校

横浜F・マリノスJY

横浜F・マリノスJY追浜

横浜ＦＣ　ＪＹ

川崎フロンターレ　Ｕ－１５

横浜Ｆ・マリノスＪＹ

横浜Ｆ・マリノスＪＹ

平成２１年度　神奈川県３種対抗戦

中学校選抜　（FP 白/白/白　GK 黄/黄/黄） クラブ選抜　（FP 紺/紺/紺　GK 灰/黒/黒）

所　属 所　属


