
52 名

13 名 15 名 24 名

№ 背番号 School Memo № 背番号 School Memo № 背番号 School Memo

1 2 西野　悠太 ﾆｼﾉ ﾕｳﾀ 伏見住吉 1 2 戸田　義経 ﾄﾀﾞ ﾖｼﾂﾈ 桃山 1 2 大林　羽旺 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾊｵ 向島秀蓮

2 3 荒井　陽生 ｱﾗｲ ﾊﾙｷ 神川 2 4 木下　知之 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 藤城 2 3 横川　清志郎 ﾖｺｶﾞﾜ ｾｲｼﾛｳ 伏見住吉

3 4 小西　樹 ｺﾆｼ ｲﾂｷ 桃山東 3 6 田中　俊太郎 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾀﾛｳ 桃山 双子(U11) 3 4 片岡　雷翔 ｶﾀｵｶ ﾗｲﾄ 伏見住吉

4 6 黒瀬　太心 ｸﾛｾ ﾀｼﾝ 桃山東 4 7 池野　仁一 ｲｹﾉ ｼﾞﾝｲﾁ 稲荷 4 7 竹延　大輝 ﾀｹﾉﾌﾞ ﾋﾛｷ 伏見住吉

5 7 大薮　勇太 ｵｵﾔﾌﾞ ﾕｳﾀ 京教桃山 5 11 佐藤　多聞 ｻﾄｳ ﾀﾓﾝ 稲荷 5 8 松本　燿士郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｼﾞﾛｳ 伏見板橋

6 8 長谷川　敦輝 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ 伏見住吉 6 12 中井　康喜 ﾅｶｲ ｺｳｷ 伏見板橋 6 9 中村　魁 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 伏見住吉

7 9 村田　泰徹 ﾑﾗﾀ ﾀｲﾃﾂ 京教桃山 7 13 楠　吾衣都 ｸｽﾉｷ ｱｲﾄ 砂川 兄(卒団生) 7 11 国沢　理来 ｸﾆｻﾜ ﾘｸ 伏見住吉

8 10 松下　祥 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳ 桃山 8 14 佐々木　晟生 ｻｻｷ ｼﾞｮｳｲ 藤城 8 14 辻　隼人 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ 凌風

9 11 久保田　陽晴 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅｾ 深草 9 17 田尻　宇宙 ﾀｼﾞﾘ ｿﾗ 伏見板橋 9 15 笹室　然 ｻｻﾑﾛ ｾﾞﾝ 凌風

10 12 加藤　育史 ｶﾄｳ ｲｸﾌﾐ 唐橋 10 18 山浦　理星 ﾔﾏｳﾗ ﾘｾ 藤城 10 16 田村　光之介 ﾀﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ 南浜

11 14 西畠 温士 ﾆｼﾊﾀ ﾊﾙﾄ 伏見板橋 11 19 福嶋　篤人 ﾌｸｼﾏ ｱﾂﾄ 桃山 11 17 中山　あすわ ﾅｶﾔﾏ ｱｽﾜ 伏見住吉

12 22 平野　暖人 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 伏見住吉 12 20 福冨　悟琉 ﾌｸﾄﾐ ｻﾄﾙ 藤城 12 19 加藤　如陽 ｶﾄｳ ｲｸﾔ 大塚

13 27 川上　快青 ｶﾜｶﾐ ｶｲｾｲ 桃山 13 22 田中　啓二郎 ﾀﾅｶ ｹｲｼﾞﾛｳ 桃山 双子(U11) 13 22 里見　晟士朗 ｻﾄﾐ ｾｲｼﾛｳ 伏見住吉

14 23 髙島　大吾 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 藤ノ森 14 23 南方　昴 ﾐﾅｶﾀ ｽﾊﾞﾙ 凌風

15 25 西田　叶真 ﾆｼﾀﾞ ﾄｳﾏ 下鳥羽 15 5 髙田　海翔 ﾀｶﾀﾞ ｶｲﾄ 百々 ３年

16 6 小林　空 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 大宅 ３年

17 10 長井　蒼空 ﾅｶﾞｲ ｿﾗ 神川 3年､兄(卒団生)

黒田　博行 18 12 佐々木　志成 ｻｻｷ ﾕｷﾅﾘ 伏見板橋 ３年

LINE 19 18 島田　恵伍 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 音羽川 ３年

20 20 石井　彩斗 ｲｼｲ ｱﾔﾄ 伏見板橋 ３年

21 28 村上　泰介 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｽｹ 桃山東 ３年

22 29 藤井　祷吾 ﾌｼﾞｲ ﾄｳｺﾞ 伏見住吉 ３年､兄(卒団生)

23 御厨　虎徹 ﾐｸﾘﾔ ｺﾃﾂ 下鳥羽 ３年

24 松田　楓弥 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾔ 春日野 ２年

（０９０－１５８３－７２４０）

・2019年度　翼イレブンSC名簿 2020.1~

U12 U11 U10

NameName Name

【代表・監督】 【コーチ】

・宇野澤光二（０９０－３８６９－４５２４）

・奥本栄二（０９０－３０３６－０７５１）

・明田規宏（０９０－４０３９－３３４５）

・是澤岳 ・中本匡哉 ・大杉優 ・中居聖矢 ・四辻理央

・林雅人 ・中田亘 ・俣野将磨 ・木村一徳


