
             主 催 ︓ ⼀般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 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 宍⼾　凜 ＧＫ 桐光学園中学校 はるひ野BSC 1 山田
ヤマダ

　勇斗
ハヤト GK 横浜F・マリノスJY バディーSC

2 ⽔⽊　翔空 DF 藤沢市⽴村岡中学校 村岡キッカーズ 12 丸山
マルヤマ

　洋平
ヨウヘイ GK 横浜F・マリノスJY追浜 ７８FC西柴

3 伊藤　航世 DF 横浜市⽴万騎が原中学校 ⼆俣川FSC 2 木村
キムラ

　卓斗
タクト RSB 横浜F・マリノスJY 横浜F・マリノスPr

4 塩⾒　知司 DF 横浜市⽴六浦中学校 マリノスプライマリー追浜 3 山口
ヤマグチ

 翔
ショウ

大
　タ CB 横浜FCジュニアユース 橘SC

5 奥　健太郎 MF 浅野学園中学校 葉⼭JGK 4 小林
コバヤシ

　海
カイ

也
ヤ CB 東急レイエス リバーFC

6 ⽥中　瑠 MF 寒川町⽴寒川東中学校 寒川SC 5 藤本
フジモト

　裕也
ユウヤ LSB 横浜FCジュニアユース バディーSC

7 岩本　陸 MF 横浜市⽴岩崎中学校 桜ヶ丘FC 6 島崎
シマザキ

　元
ハジメ MF 川崎フロンターレU15 リバーFC

8 新井　直登 MF 川崎市⽴平間中学校 下河原NSC 7 井上
イノウエ

 惇
アツシ MF 横浜FCジュニアユース FC湘南辻堂

9 佐藤　将太郎 FW 鎌倉市⽴⼿広中学校 ⻄鎌倉SC 8 土佐
トサ

　陸翼
リクウ VO 横浜F・マリノスJY SCHFC

10 川上　渚 MF 横浜市⽴舞岡中学校 横浜ジュニオールSC 9 中丸
ナカマル

　流佳
ルカ FW 横浜F・マリノスJY リトルジャンボSC

11 押⽥　莉南 FW 藤沢市⽴⾼倉中学校 つかさSC 10 岩澤
イワサワ

　桐
キリ

人
　ト MF 横浜F・マリノスJY追浜 横浜F・マリノスPr追浜

12 府川　宙史 DF 平塚市⽴春⽇野中学校 ⽻村富⼠⾒SC 11 山田
ヤマダ

　新
シン FW 川崎フロンターレU15 翠翔SC

13 鷲塚　蓮 DF 平塚市⽴⾦旭中学校 ⾦⽥キッカーズ 13 高吉
タカ　ヨシ

　正真
ショウマ CB 川崎フロンターレU15 四谷FC

14 岡⽥　達也 MF 藤沢市⽴村岡中学校 新林SC 14 塩田
シオダ

　直輝
ナオキ MF/SB 横浜F・マリノスJY追浜 FC都筑

15 ⾼橋　蒼⼈ DF 川崎市⽴稲⽥中学校 宿河原FC 15 比留間
ヒ　ル　マ

　輝
ヒカル MF 東急レイエス 横浜F・マリノスPr

16 ⻄村　謙吾 ＧＫ 横浜市⽴保⼟ヶ⾕中学校 坂本SC 16 宮本
ミヤモト

　稜
リョウ　タ

大 FW 東急レイエス 無所属

17 藤⽥　夏輝 FW 横須賀市⽴浦賀中学校 FC⾼坂
18 中村　旭 MF 横浜市⽴⼗⽇市場中学校 FCカルパ
19 柳沢　桂太 FW 川崎市⽴塚越中学校 リバーFC
20 敷野　智⼤ FW 桐光学園中学校 東住吉SC
21 中村　颯太 DF 横須賀市⽴浦賀中学校 マリノスプライマリー追浜

役 職 ⽒ 名 役 職 ⽒ 名
監督 杉⼭　智哉 監  督 坪倉　進弥

ｺ-ﾁ 望⽉　克⾼ ｺ-ﾁ 奈良　安剛

ｺ-ﾁ 渡邉　直也 GKｺ-ﾁ 佐藤　浩司

ｺ-ﾁ 藤井　亮平 ﾄﾚ-ﾅ- 原田　尭

ｺ-ﾁ 惠藤　崇
ｺ-ﾁ ⽥川　季寛
ｺ-ﾁ 鏡　修平
ｺ-ﾁ 岸　洋平

GKｺ-ﾁ 渡邉　智典

2015年度 神奈川県3種対抗戦

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

所 属所 属

             主 管 ︓ ⼀般社団法⼈神奈川県ｻｯｶ-協会３種⼤会部会

藤沢市⽴⼤清⽔中学校
川崎市⽴平間中学校

伊勢原市⽴伊勢原中学校
横須賀市⽴追浜中学校

             ⽇ 時 ︓ 2015年11⽉28⽇(⼟) 12:00 ｷｯｸｵﾌ
             会 場 ︓ 保⼟ヶ⾕公園ｻｯｶ-場(天然芝)
             対 戦 ︓ 中学校選抜 vs ｸﾗﾌﾞ選抜 (40分ﾊ-ﾌ)

横須賀市⽴不⼊⽃中学校
横須賀市⽴常葉中学校

横浜F・マリノス

横浜F・マリノス

横浜F・マリノス

横浜F・マリノス

平塚市⽴神⽥中学校
相模原市⽴⼤野南中学校
相模原市⽴藤野中学校


