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2018年度神戸市トレセン 【男子】 選考結果について 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素はトレセン活動にご理解、ご協力を頂き、誠にありがとう

ございます。 

さて、2018年度神戸市トレセンの選手を決定しましたので、ご報告させていただきます。 

このたびは神戸市トレセンへの推薦ならびに選考会への選手派遣にご協力いただきありがとうございました。 

つきましては、各チームの関係選手にご連絡よろしくお願いいたします。 

敬具 

記 

【U-12】 

NO 氏 名 所属チーム NO 氏 名 所属チーム 

１ 中山 和奏 東灘 SSD 18 姫田 琢斗 小部キッズ FC 

２ 青木 玄次朗 神戸 FC 19 山下 直哉 小部キッズ FC 

３ 大村 潤 神戸 FC 20 山田 春斗 小部キッズ FC 

４ 西田 伊織 神戸 FC 21 上野山 旺希 東舞子 SC 

５ 三谷 宥仁 神戸 FC 22 多田 義博 新多聞 SC 

6 山本 貴博 神戸 FC 23 大鶴 倖楽 学園 FC 

7 青木 悠人 神戸 SS 24 木津 奏芽 学園 FC 

8 水船 陽向 神戸コスモ FC 25 倉田 匠 FC玉津 

9 銭谷 和景 なぎさ FC 26 塩瀬 裕太 FC玉津 

10 上柿 歩生 センアーノ神戸 Jr 27 水田 陸 FC玉津 

11 田村 廉 センアーノ神戸 Jr 28 但馬 遼 霞ヶ丘学園 SC 

12 道幸 寛登 センアーノ神戸 Jr 29 大石 圭杜 ヴィッセル神戸 U-12 

13 水田 州馬 センアーノ神戸 Jr 30 川合 晋平 ヴィッセル神戸 U-12 

14 吉岡 嵐 センアーノ神戸 Jr 31 筒井 勇吏 ヴィッセル神戸 U-12 

15 佐野 拓磨 有野 SC 32 寺澤 宏太郎 ヴィッセル神戸 U-12 

16 鈴木 駿也 桜の宮 SC 33 畠田 凉聖 ヴィッセル神戸 U-12 

17 倉敷 航大 小部キッズ FC 34 田北 海翔 ロｳﾞｪスト神戸 

 

 



【U-12スタッフ】 

 チーフコーチ：徳久誠禎 

 コーチ：友安和弘（須磨ナイス SC）、花元英樹（FC玉津）、梅崎高行（神戸コスモ FC） 

 GK コーチ：吉岡徳幸（なぎさ FC）、林 昭彦（井吹台 SC） 

 

 

 

【U-11】 

NO 氏 名 所属チーム NO 氏 名 所属チーム 

１ 高田 茶太郎 東灘 SSD 23 小林 和暉 小部キッズ FC 

２ 藤川 遥人 東灘 SSD 24 田中 空来 小部キッズ FC 

３ 渡邉 慶一 東灘 SSD 25 加埜 星響 鹿の子台 FC 

４ 佐伯 晃介 神戸コスモ FC 26 西川 玲生 多井畑 FC 

５ 前野 正明 神戸コスモ FC 27 谷口 央和 神の谷 FC 

６ 井上 葉琥 なぎさ FC 28 小林 蓮 神の谷 FC 

７ 森田 翔明 灘 J.F.C 29 横山 瑠杏 駒ケ林 FC 

8 猪坂 漣 センアーノ神戸 Jr 30 大橋 相太 東舞子 SC 

9 伊藤 春輝 センアーノ神戸 Jr 31 外嶋 亮太 学園 FC 

10 片山 航汰 センアーノ神戸 Jr 32 長澤 快龍 ヨーケン FC 

11 亀田 大河 センアーノ神戸 Jr 33 坂田 淳哉 井吹台 SC 

12 
クリストファーズ・ 

玲生・ウィリアム 
センアーノ神戸 Jr 34 吉井 悠 霞ヶ丘学園 SC 

13 黒田 泰介 センアーノ神戸 Jr 35 梶原 賢志郎 ヴィッセル神戸 U-12 

14 榊 愛花 センアーノ神戸 Jr 36 立花 龍翔 ヴィッセル神戸 U-12 

15 島 佑成 センアーノ神戸 Jr 37 谷山 英臣 ヴィッセル神戸 U-12 

16 野田 凰心 センアーノ神戸 Jr 38 塚田 哲也 ヴィッセル神戸 U-12 

17 深江 翔太 センアーノ神戸 Jr 39 時澤 瑠良 ヴィッセル神戸 U-12 

18 南 壮一郎 センアーノ神戸 Jr 40 藤本 陸玖 ヴィッセル神戸 U-12 

19 谷田 聖 高羽 FC 41 堀口 裕暉 ヴィッセル神戸 U-12 

20 林 大智 高羽 FC 42 尹 星俊 ヴィッセル神戸 U-12 

21 時澤 瑛大 箕谷 SC 43 神野  糧 ロヴェスト神戸 

22 北村 大樹 小部キッズ FC  

 

【U-11スタッフ】 

チーフコーチ：西田展充（なぎさ FC） 

コーチ：赤尾成幸（霞ヶ丘学園 SC）、塚原真也（ヴィッセル神戸） 

GK コーチ：吉岡徳幸（なぎさ FC）、林 昭彦（井吹台 SC） 

 

 

 

 



【U-10】 

NO 氏 名 所属チーム NO 氏 名 所属チーム 

１ 中根 文哉 みさき FC 16 麦沢 昭哉 若草 SSC 

２ 坂田 和樹 三宮 FC 17 石橋 夏月 駒ヶ林 FC 

３ 中村 大器 センアーノ神戸 Jr 18 児玉 瑛太郎 東舞子 SC 

４ 大橋 璃久 センアーノ神戸 Jr 19 木村 風河 東舞子 SC 

５ 丸尾 康太 センアーノ神戸 Jr 20 伊原 詠大 東舞子 SC 

６ 中嶋 蒼 センアーノ神戸 Jr 21 奥田 泰翔 学園 FC 

７ 江口 航輝 センアーノ神戸 Jr 22 村岡 孝星 ヨーケン FC 

8 河井 哲平 センアーノ神戸 Jr 23 山口 温大 ヨーケン FC 

9 坂口  佑樹 高羽 FC 24 宮本 蒼大 井吹台 SC 

10 源 泰晴 北五葉 SC 25 川崎 心太郎 有瀬 SC 

11 清水 真稀 北五葉 SC 26 柿澤 佑磨 FC玉津 

12 岡中 舜 北五葉 SC 27 金谷 直太朗 FC玉津 

13 鳴川 奏太朗 小部キッズ FC 28 岩井 慶太 FC玉津 

14 小貫 陽斗 鹿の子台 FC 29 木本 唯貴 FC玉津 

15 青木 陸輝 多井畑 FC 30 中田 元 FC玉津 

 

【U-10スタッフ】 

チーフコーチ：高原陽一（新多聞 SC） 

コーチ：田中利成（箕谷 SC）、有持哲治（須磨ナイス SC）、猪坂敏市 （だいち SC） 

GK コーチ：吉岡徳幸（なぎさ FC）、林 昭彦（井吹台 SC） 


