
　　　　　　　　　　　　　主　催 ： 社団法人神奈川県ｻｯｶ-協会

背番号 氏　　名 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 学校名 地区 4種出身ﾁ-ﾑ 背番号 氏　名 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 所属ｸﾗﾌﾞ 4種出身ﾁｰﾑ

1 小関　裕章 GK 桐光学園 川崎 FCバモス 1 真田 幸太
サナダ　　コウタ GK 湘南ベルマーレU-15 ハリマオSC

2 加藤　優太 DF 村岡 湘南 新林SC 12 寺澤
テラサワ

悠大
ユウタ GK 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 横浜ジュ二オールＳＣ

3 桑原　達也 DF 向丘 川崎 多摩川ジュニオール 2 松井
マツイ

康輔
コウスケ DF 横浜F・マリノスジュニアユース ３BSC

4 堂路　凌哉 DF 法政大学第二 川崎 若竹SC 3 平本
ヒラモト

元気
ゲンキ DF 横浜FCジュニアユース 横浜ジュ二オールＳＣ

5 戸村　圭吾 DF 羽鳥 湘南 羽鳥SC 4 藤田
フジタ

一途
イット DF 横浜F・マリノスジュニアユース あざみ野FC

6 堀園　翔太 DF 鵠沼 湘南 鵠洋アーセナル 5 橋本
ハシモト

健人
ケント DF 横浜FCジュニアユース 横浜港北ＳＣ

7 矢口　聖真 DF 藤ヶ岡 湘南 大道SC 6 西田
ニシダ

直也
ナオヤ MF 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 横浜F・マリノスプライマリー追浜

8 五味　悠里 DF 桐光学園 川崎 中野島FC 7 白川
シラカワ

浩
ヒロト

人 MF 横浜FCジュニアユース 横浜すみれSC

9 栫　俊輔 MF 西中原 川崎 橘SC 8 三木
ミキ

結
ユイト

斗 MF 横浜FCジュニアユース ＦＣプラタノ

10 川本　大夢 MF 成瀬 中 成瀬SS 9 高橋 和希
タカハシ　カズキ FW 湘南ベルマーレU-15 FC湘南キッカーズ

11 久保田　健斗 MF 神明 横三 FC明浜 10 本山
モトヤマ

鐘現
ショウゲン MF 横浜F・マリノスジュニアユース あざみ野FC

12 瀧澤　隆之亮 MF 鵠沼 湘南 鵠洋アーセナル 11 伊藤
イトウ

優世
ユウセイ FW 横浜F・マリノスジュニアユース 足柄FC

13 津田　泰知 MF 宮田 横浜 FCゼブラ 13 石原 大樹
イシハラ　ヒロキ MF 湘南ベルマーレU-15 勝原SC

14 長橋　由己 MF 村岡 湘南 新林SC 14 中村
ナカムラ

太
タイ

士
シ FW 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 横浜F・マリノスプライマリー

15 山本　夏輝 MF 宮田 横浜 帷子SC 15 西山 孝文
ニシヤマ　タカフミ MF 湘南ベルマーレU-15 酒匂SC

16 菊地　佑次朗 GK 城郷 横浜 黒滝SC 16 後藤田
ゴトウダ

亘輝
コウキ DF 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 バディーSC

17 和田　悠汰 MF 海西 県央 厚木YMCA

18 石田　恵悟 FW 成瀬 中 成瀬SS

19 金田　健吾 FW 藤ヶ岡 湘南 藤沢FC

20 黒米　浩平 FW 宮田 横浜 帷子SC

21 原　大貴 FW 浦賀 横三 FC高坂

役　職 役　職 氏　名

監督 監  督 坪倉　進弥

ヘッドコーチ ｺ-ﾁ 小原　章吾

コーチ GKｺ-ﾁ 高桑　大二朗

コーチ ﾄﾚ-ﾅ- 松田　拓也

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

GKコーチ

西廣　和記 鎌倉市立岩瀬中学校

渡辺　智典 横須賀市立田浦中学校

望月　克高 川崎市立平間中学校

杉山　智哉 藤沢市立湘洋中学校

稲垣　健一 茅ヶ崎市立第一中学校

大野　真 （財）日本サッカー協会

鈴木　雅哉 相模原市立旭中学校

惠藤　崇 平塚市立金旭中学校

横浜F・マリノス

横浜F・マリノス

横浜F・マリノス

　　　　　　　　　　　　　日　時 ： 2014年11月30日(日)　13:00　ｷｯｸｵﾌ

　　　　　　　　　　　　　会　場 ： ﾏﾘﾉｽﾀｳﾝ　人工芝G

　　　　　　　　　　　　　対　戦 ： 中学校選抜　vs　ｸﾗﾌﾞ選抜　(40分ﾊ-ﾌ)

氏　名 所　属

岸　洋平

2014年度　神奈川県3種対抗戦

中学校選抜　（FP 白/白/白　GK 黄/黄/黄） ｸﾗﾌﾞ選抜　（FP 紺/紺/紺　GK 灰/黒/黒）

所　属

　　　　　　　　　　　　　主　管 ： 社団法人神奈川県ｻｯｶ-協会３種大会部会

横浜F・マリノス横須賀市立不入斗中学校


