
氏名 フリガナ 所属チーム登録番号

笠置　真衣 カサギ　マイ 9999999 無所属 0

岡田　隆寛 オカダ　タカヒロ 234357 神戸ＦＣ（Ｃ） (第１種)

神戸　崇行 カンベ　タカユキ 234672 （チャランポランズ） (第１種)

井上　誉久 イノウエ　タカヒサ 243245 明石高専 学連

塩見　武 シオミ　タケシ 258645 神戸大 学連

鈴木　賢太郎 スズキ　ケンタロウ 258645 神戸大 学連

大野　由依 オオノ　ユイ 243346 武庫川女子大学 学連女子

山口　詩織 ヤマグチ　シオリ 243346 武庫川女子大学 学連女子

秋山　愛 アキヤマ　アイ 243335 ポッカーズ櫻 女子

高田　晃子 タカタ　アキコ 258746 トパーズ神戸 女子

園部　真子 ソノベ　マコ 495569 ＦＣアルベロ神戸 女子

山本　菜寧 ヤマモト　ナツネ 495569 ＦＣアルベロ神戸 女子

大江　歌奈 オオエ　カナ 464868 親和女子大学 女子

香山　沙織 カヤマ　サオリ 464868 親和女子大学 女子

黒田　彩音 クロダ　アヤネ 464868 親和女子大学 女子

澤　智子 サワ　トモコ 464868 親和女子大学 女子

野口　美也 ノグチ　ミヤ 464868 親和女子大学 女子

山田　夏子 ヤマダ　ナツコ 464868 親和女子大学 女子

山口　有彩 ヤマグチ　アリサ 503558 ＩＮＡＣレオネッサU-15 女子

山脇　典也 ヤマワキ　ノリヤ 234368 ケーエスケー 第１種

鎌田　実 カマダ　ミノル 234458 住友ゴム（Ａ） 第１種

島見　太郎 シマミ　タロウ 234481 県庁（Ａ） 第１種

大橋　広義 オオハシ　ヒロヨシ 242716 県庁Ｂ 第１種

篠原　善哉 シノハラ　ゼンヤ 242761 Ｋａｗａｓａｋｉ（Ｂ） 第１種

池田　雅志 イケダ　マサシ 242794 ビートルズＡ 第１種

田中　俊明 タナカ　トシアキ 242828 兵庫ふそう 第１種

櫻井　貴之 サクライ　タカユキ 242862 アパッチＢ 第１種

春田　喜宏 ハルタ　ヨシヒロ 242895 元祖アーセナル 第１種

浦上　和也 ウラガミ　カズヤ 243155 川西ＦＣ 第１種

尾形　壮平 オガタ　ソウヘイ 243155 川西ＦＣ 第１種

音谷　慶介 オトタニ　ケイスケ 243155 川西ＦＣ 第１種

榊　大武 サカキ　ヒロム 243155 川西ＦＣ 第１種

首藤　大典 シュトウ　ダイスケ 243155 川西ＦＣ 第１種

徳重　裕介 トクシゲ　ユウスケ 243155 川西ＦＣ 第１種

平山　武志 ヒラヤマ　タケシ 243155 川西ＦＣ 第１種

藤井　直也 フジイ　ナオヤ 243155 川西ＦＣ 第１種

黒田　大輔 クロダ　ダイスケ 243166 葺合ＯＢ 第１種

金　永天 キン　ヨンチョン 253280 COREA HYOGO 第１種

高橋　勇多 タカハシ　ユウタ 257543 西菱ＦＣ 第１種

福永　哲也 フクナガ　テツヤ 257701 パナソニック神戸 第１種

白坂　良亘 シラサカ　ヨシノブ 258184 ラピーナ 第１種

豊田　耕司 トヨダ　コウジ 258207 かつおぶし 第１種



大内　聖士 オオウチ　キヨシ 258218 神戸ブルズ 第１種

篠山　隆司 ササヤマ　タカシ 258218 神戸ブルズ 第１種

別所　正則 ベッショ　マサノリ 258218 神戸ブルズ 第１種

砂辺　貴裕 スナベ　タカヒロ 258241 灘ＦＣ（Ｂ） 第１種

高井　豪士 タカイ　ゴウシ 258601 神戸高専 第１種

安東　努 アンドウ　ツトム 307965 ジェニオ 第１種

石井　達之輔 イシイ　タツノスケ 324278 マイスター 第１種

木尾　亮太 キオ　リョウタ 324290 Ｐｕｚｚｌｅ 第１種

廣末　誠 ヒロスエ　マコト 324290 Ｐｕｚｚｌｅ 第１種

植田　裕介 ウエダ　ユウスケ 325213 ガシラＦＣ 第１種

竹田　章悟 タケダ　ショウゴ 325213 ガシラＦＣ 第１種

福井　和夫 フクイ　カズオ 325213 ガシラＦＣ 第１種

西村　健司 ニシムラ　ケンジ 329543 プリオーレ 第１種

山岸　隆志 ヤマギシ　タカシ 339296 だいちＳＣ 第１種

石丸　直喜 イシマル　ナオキ 339308 ハイテックス 第１種

山川　傑 ヤマカワ　スグル 339308 ハイテックス 第１種

松尾　英二 マツオ　エイジ 339331 フォルス 第１種

増本　晃芳 マスモト　アキヨシ 339353 もののけ2000 第１種

太田　悠人 オオタ　ユウト 407584 アミティエ 第１種

横井　慎次 ヨコイ　シンジ 407584 アミティエ 第１種

渡辺　良一 ワタナベ　リョウイチ 407584 アミティエ 第１種

赤木　祐太 アカギ　ユウタ 422963 エヴォリバード 第１種

魚谷　勇気 ウオタニ　ユウキ 423010 ユニバーＳＣ 第１種

岸田　諒 キシダ　リョウ 423010 ユニバーＳＣ 第１種

大里　哲章 オオサト　テツアキ 451796 KOBE YAMATE 第１種

崎山　卓也 サキヤマ　タクヤ 451796 KOBE YAMATE 第１種

森松　崇 モリマツ　タカシ 463856 ｇｉｏｒｎｏｔｔｅ 第１種

坂本　慶顕 サカモト　ヨシテル 463867 ビートルズＤ 第１種

岡田　瑛 オカダ　エイ 475297 ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ 第１種

新居　秀元 ニイ　ヒデモト 475309 エベイユ神戸 第１種

岡田　大志 オカダ　タイシ 477345 クラック 第１種

森本　将太 モリモト　ショウタ 477345 クラック 第１種

内木場　昇 ウチコバ　ノボル 484321 ロケットマン 第１種

大石　勝之 オオイシ　カツユキ 493567 KHI神戸 第１種

西川　圭介 ニシカワ　ケイスケ 493567 KHI神戸 第１種

富田　嵩之 トミタ　タカユキ 502939 東落合プロレス 第１種

川上　広人 カワカミ　ヒロト 254944 灘高 第２種

西岡　孝太 ニシオカ　コウタ 254944 灘高 第２種

西村　拓海 ニシムラ　タクミ 254955 神戸高 第２種

金谷内　数也 カナヤチ　カズヤ 254977 葺合高 第２種

加藤　大知 カトウ　ダイチ 255079 北須磨高 第２種

浅野　純弥 アサノ　ジュンヤ 255080 須磨東高 第２種

阿部　祐大 アベ　ユウダイ 255080 須磨東高 第２種



井澤　孝太 イザワ　コウタ 255080 須磨東高 第２種

倉本　龍太郎 クラモト　リュウタロウ 255080 須磨東高 第２種

小坂　将司 コサカ　ショウジ 255080 須磨東高 第２種

小林　玲音 コバヤシ　レオン 255080 須磨東高 第２種

下村　昂大 シモムラ　コウダイ 255080 須磨東高 第２種

田村　和義 タムラ　カズヨシ 255080 須磨東高 第２種

橋　嘉一 ハシ　カイチ 255080 須磨東高 第２種

花岡　拓海 ハナオカ　タクミ 255080 須磨東高 第２種

松田　宗篤 マツダ　ソウマ 255080 須磨東高 第２種

和田　敬太 ワダ　ケイタ 255080 須磨東高 第２種

山本　翔太 ヤマモト　ショウタ 255114 滝川学園高 第２種

杉本　知規 スギモト　トモノリ 257790 神戸弘陵学園 第２種

谷　純一 タニ　ジュンイチ 257790 神戸弘陵学園 第２種

藤野　祐作 フジノ　ユウサク 257790 神戸弘陵学園 第２種

池山　大輔 イケヤマ　ダイスケ 262268 舞子高 第２種

井上　拓磨 イノウエ　タクマ 262268 舞子高 第２種

鈴木　慧亮 スズキ　ケイスケ 262268 舞子高 第２種

野田　拓弥 ノダ　タクヤ 262268 舞子高 第２種

初山　昂平 ハツヤマ　コウヘイ 262268 舞子高 第２種

広瀬　稜人 ヒロセ　リト 262268 舞子高 第２種

福本　隼也 フクモト　シュンヤ 262268 舞子高 第２種

金　剛泰 キム　ガンテ 308416 神戸朝鮮高 第２種

高槻　秀斗 タカツキ　シュウト 397661 科学技術高校 第２種

辻　龍太郎 ツジ　リュウタロウ 428879 啓明学院高校 第２種

取越　和貴 トリコシ　カズキ 428879 啓明学院高校 第２種

福本　昂平 フクモト　コウヘイ 428879 啓明学院高校 第２種

岩本　志奔 イワモト　シホン 446206 神戸鈴蘭台高校 第２種

榎倉　孝憲 エノクラ　タカノリ 446206 神戸鈴蘭台高校 第２種

中内　駿 ナカウチ　シュン 446206 神戸鈴蘭台高校 第２種

豊田　昭生 トヨダ　アキオ 298919 神陵台ＳＣ(3種） 第３種

畠山　勇馬 ハタケヤマ　ユウマ 299415 神戸ＦＣ Jrユース 第３種

黒光　恵史 クロミツ　ケイジ 319610 井吹台中 第３種

後藤　優作 ゴトウ　ユウサク 319610 井吹台中 第３種

財田　雄飛 タカラダ　ユウヒ 319610 井吹台中 第３種

川上　靖之 カワカミ　ヤスユキ 490148 レアルコリーダ 第３種

池澤　秀樹 イケザワ　ヒデキ 258320 神戸コスモＦＣ 第４種

井上　博司 イノウエ　ヒロシ 258320 神戸コスモＦＣ 第４種

富田　清正 トミタ　キヨマサ 258320 神戸コスモＦＣ 第４種

平野　雅之 ヒラノ　マサユキ 258320 神戸コスモＦＣ 第４種

住　隆行 スミ　タカユキ 258364 多井畑ＦＣ 第４種

谷口　博康 タニグチ　ヒロヤス 258364 多井畑ＦＣ 第４種

大和　浩之 ヤマト　ヒロユキ 258364 多井畑ＦＣ 第４種

松本　蓉平 マツモト　ヨウヘイ 258375 若草少年ＳＣ 第４種



倉田　聡之 クラタ　トシユキ 258397 須磨ＳＮＳＣ 第４種

大西　信行 オオニシ　ノブユキ 258498 つつじが丘ＦＳ 第４種

橋本　憲一 ハシモト　ノリカズ 258498 つつじが丘ＦＳ 第４種

小田　正信 オダ　マサノブ 258937 ヨーケンＳＣ 第４種

杉本　雄二 スギモト　ユウジ 258959 有野ＳＣ 第４種

本田　隆宏 ホンダ　タカヒロ 258960 箕谷ＳＣ 第４種

松本　克也 マツモト　カツヤ 258960 箕谷ＳＣ 第４種

徳丸　陽亮 トクマル　ヨウスケ 259006 西須磨ＳＣ 第４種

小川　信夫 オガワ　ノブオ 259040 学園ＦＣ 第４種

岡田　功 オカダ　イサオ 259095 マリノＦＣ 第４種

田代　英司 タシロ　エイジ 259095 マリノＦＣ 第４種

森本　幸広 モリモト　ユキヒロ 259095 マリノＦＣ 第４種

吉岡　洋人 ヨシオカ　ヒロト 259095 マリノＦＣ 第４種

児玉　健二 コダマ　ケンジ 259107 押部ＦＣ 第４種

駒田　祥彰 コマダ　ヨシアキ 259141 桜の宮ＳＣ 第４種

是永　淳介 コレナガ　ジュンスケ 259174 井吹台ＳＣ 第４種

松本　裕司 マツモト　ヒロシ 259679 東灘ＳＳ 第４種

赤狩山　武 アカカリヤマ　タケシ 259680 本庄ＦＣ 第４種

久野　英男 クノ　ヒデオ 259680 本庄ＦＣ 第４種

吉野　武司 ヨシノ　タケシ 259860 ＦＣウイングス 第４種

東　伸充 アズマ　ノブミツ 259871 西神中央FＣ 第４種

山根　寛隆 ヤマネ　ヒロタカ 259871 西神中央FＣ 第４種

西澤　隆雄 ニシザワ　タカオ 341985 なぎさＦＣ 第４種

芝田　透 シバタ　トオル 352369 だいちＳＣ 第４種

一北　恒夫 イチキタ　ツネオ 395388 ありまＵＦＣ 第４種

浦田　紘祐 ウラタ　コウスケ 448769 #N/A #N/A

足立　潔 アダチ　キヨシ #N/A #N/A

小川　芽依 オガワ　メイ #N/A #N/A

小南　寛 コミナミ　ヒロシ #N/A #N/A

里岡　誠一 サトオカ　セイイチ #N/A #N/A

田中　寿一 タナカ　トシカズ #N/A #N/A

檀　直樹 ダン　ナオキ #N/A #N/A

中西　祐介 ナカニシ　ユウスケ #N/A #N/A

中平　拓哉 ナカヒラ　タクヤ #N/A #N/A

中村　議 ナカムラ　カタル #N/A #N/A

道上　剛志 ミチカミ　ツヨシ #N/A #N/A

美野　愛佳 ミノ　アイカ #N/A #N/A

宮本　駿 ミヤモト　シュン #N/A #N/A

八尾　知憲 ヤオ　トモノリ #N/A #N/A


