
 神戸市社会人リーグ登録選手・関係者 各位
（一社）神戸市サッカー協会

会長　益子　和久 
技術委員長　鍵野　剛一 
１種委員長　澤山　 武  

１種技術部長　金澤 正太郎

　2017年度人間力向上練習会(平成29年4月から11月まで計14回開催)に参加した選手127名の中から

昨年11月に結成したフル代表チーム（選手25名）が、第48回都市対抗大会で48年の歴史を塗り替え

大会史上初となる“４連覇”を成し遂げるとともに、第20回神戸市トレセンフェスティバルＵ17代

表戦も２年連続で勝利し、今季の目標をすべて達成しました。

　これもすべては、この雑草神戸市代表チームを応援して頂いた多くの皆様のおかげであり、また

年々強まる大きな期待と神戸市の大看板を背負い、この４か月間チャレンジし続けた代表選手たち

の強い責任感と仲間と積み重ねた努力の賜物です。その軌跡は以下のとおりです。

  来季の目標は、現在13連勝中の本大会記録をさらに伸ばし“歴史を創る５連覇”を達成します。

　早速4月から装いも新たに「人間力協働練習会」を開催し、新たな仲間たちを加え、更なる改良

と進化を目指し活動していきますので、引き続き皆様のご参加と応援よろしくお願いします。

【代表選手・活躍記録】 ＜凡例＞フル出場／ｽﾀﾒﾝ出場／後半出場／Goal／Assist

初戦 準決勝戦 決勝戦 U17戦 結果

１-０ ３-１ ２-０ １-０ G/A

GK 1 湯川　直音 25歳 富士通テン フル フル 後半

SB 2 影山　貴士 24歳 富士通テン ｽﾀﾒﾝ 後半 ｽﾀﾒﾝ

SB 3 寺田　洋平 37歳 富士通テン ｽﾀﾒﾝ ｽﾀﾒﾝ 後半 後半

CB 4 石丸　　暉 24歳 神高クラブ フル フル フル ｽﾀﾒﾝ

CB 5 山上 泰寛 32歳 ヴェルブラン兵庫 フル1G フル2G フル 後半 3G

VO 6 太田　悠人 27歳 ヴェルブラン兵庫 フル フル フル フル

SH 7 蔵元　良平 34歳 神戸ファイヤー ｽﾀﾒﾝ ｽﾀﾒﾝ ｽﾀﾒﾝ1G 後半 1G

VO 8 辻井　航平 30歳 nano FC フル フル フル1A 後半 1A

SH 9 神頭　　諒 32歳 FCクラック フル 後半 後半

FW 10 辻　　智人 28歳 KOBE BOMBERS フル フル フル 後半

VO 11 久保田　隼介 22歳 KOBE BOMBERS フル ｽﾀﾒﾝ ｽﾀﾒﾝ 後半1G 1G

SB 12 山垣　武司 37歳 我武者羅 ｽﾀﾒﾝ ｽﾀﾒﾝ

FW 13 淡地　博貴 37歳 我武者羅 後半 後半1G ｽﾀﾒﾝ 1G

SB 14 山下　良祐 30歳 FCクラック 後半 ｽﾀﾒﾝ ｽﾀﾒﾝ 後半

CB 15 トリム ジョサイヤ 26歳 Kawasaki-A 後半 ｽﾀﾒﾝ 後半 ｽﾀﾒﾝ

CB 16 橋本　光平 28歳 八多ＳＣ 後半 後半

SH 17 武田　顕五 32歳 ビートルズA 後半1A ｽﾀﾒﾝ1G ｽﾀﾒﾝ 1G1A

FW 18 森島　庸介 31歳 KOBE BOMBERS 後半 フル

SH 19 岡本　　翼 24歳 ROKKEN 後半2A 後半 ｽﾀﾒﾝ 2A

VO 20 東根　侑弥 25歳 ビートルズA 後半

GK 21 武田 康則 30歳 ビートルズB フル ｽﾀﾒﾝ

SB 22 日山　太智 21歳 三菱重工神戸 後半 ｽﾀﾒﾝ

SH 23 加藤　眞人 21歳 三菱重工神戸

CB 24 石原　信哉 27歳 Kawasaki-A

SH 25 青山　純也 29歳 川西FC
計25名 （平均 28.5歳）

【代表スタッフ】
澤山　武 監　督 金澤　正太郎

コーチ 沼田　雄一郎

鄙山　明 神藤　一郎 三裏　浩記

所属チーム

今大会出場記録（Goal／Assist）

マネージャー 兼 トレーナー

平成30年3月31日

（問合せ）shotaro_kanazawa@docomo.ne.jp

2017年度神戸市代表活動結果について（報告）

テクニカル（記録・分析） 碇本　大宙

帯同サポートスタッ 久住　真穂

最終ベスト

ポジション
背番号 満年齢

浜田　彩友美

ゼネラルマネージャー

[副主将]

[主 将]

[副主将]



【代表活動計画】　≪平成29年11月18日(土)～平成30年3月24日(土)≫ （H30.3.25完）

グランド

第1回 11月18日（土） 15:00-20:00
（17:00kickoff）

関学第4ﾌｨｰﾙﾄﾞ
（人工芝）

強化ＴＭ 40分4本

15:00-17:00
トキワフットドーム

（高松市）
練習 -

ﾁｪｯｸｲﾝ  18:00
ﾁｪｯｸｱｳﾄ  8:30

瀬戸内荘
（坂出市）

合宿 -

第2回 11月26日（日） 9:00-12:30
（10:00kickoff）

ユーヴィレッジ
（人工芝）

強化ＴＭ 40分3本

第3回 12月2日（土） 17:00-21:00
（17:30kickoff）

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
ｾﾝﾀｰ（人工芝）

強化ＴＭ 40分4本

第4回 12月9日（土） 13:00-16:30
（13:30kickoff）

ユニバーサブ
（天然芝）

強化ＴＭ 40分3本

第5回
《蹴納め》

12月16日（土） 19:00-21:00
（19:10kickoff）

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
ｾﾝﾀｰ（人工芝）

強化ＴＭ 45分2本

神戸FA
1種ｲﾍﾞﾝﾄ

1月13日（土） 9:00-11:30
（9:30start）

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
ｾﾝﾀｰ（人工芝）

W-up・
シュート
練習・
ゲーム

第6回
《初蹴り》

1月13日（土） 11:30-13:45
（11:50kickoff）

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
ｾﾝﾀｰ（人工芝）

強化ＴＭ 35分3本

神戸FA
1種ｲﾍﾞﾝﾄ

1月13日（土） 13:45-17:00
（14:00kickoff）

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
ｾﾝﾀｰ（人工芝）

3ﾁｰﾑ
各20分
4,5本

第7回 1月20日（土） 12:00-16:00
（14:00kickoff）

三木防災陸上
メイン競技場

（天然芝）
強化ＴＭ 45分2本

第8回 1月28日（日） 17:00-21:00
（17:30kickoff）

四条畷市総合
公園（人工芝）

強化ＴＭ 35分4本

第9回 2月4日（日） 14:00-17:00
（14:30kickoff）

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｱｶﾃﾞﾐｰ
（人工芝）

強化ＴＭ 40分3本

第10回 2月11日（日） 13:00-18:00
（14:30kickoff）

いぶきの森
（New人工芝）

強化ＴＭ 40分3本

初戦 2月18日（日） 11:20kickoff
播磨光都 第3

（人工芝）
40分2本
(1試合)

準決勝 2月25日（日） 14:00kickoff
アスパ五色サブ

（天然芝）
40分2本
(1試合)

決勝 3月4日（日） 11:15kickoff
アスパ五色サブ

（天然芝）
40分2本
(1試合)

第11回 3月11日（日） 9:00-13:00
（9:30kickoff）

いぶきの森
（New人工芝）

強化ＴＭ 45分2本

第12回
（最終回）

3月11日（日） 17:00-21:00
（17:30kickoff）

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
ｾﾝﾀｰ（人工芝）

強化ＴＭ 40分4本

20回ﾄﾚｾﾝ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 1試合 3月21日（祝水）

11:10kickoff
（12:30ｾﾚﾓﾆｰ）

王子スタジアム
（人工芝）

35分2本
(1試合)

3月24日（土） 18:00-21:00
（18:00kickoff）

三宮界隈 -

[vs 神戸ＦＣ-A]
　　（兵庫県社会人1部4位）

区分 開催日時 活動内容

[vs アルヴェリオ高松]
　　（四国社会人1部 5位）

１対０で勝利
【2年連続勝利】

[vs U17高校選抜]

目標達成祝勝会
（代表チーム解散式）

神戸市代表背番号割当（大会登録）

第48回
大会

１対０で勝利 [vs 西宮代表]

３対１で勝利 [vs 但馬代表]

２対０で優勝
【大会史上初４連覇】

[vs 姫路代表]

代
表
強
化
練
習
会

[vs 関西学院大学]
　　（関西学生1部 4位）

合宿
（香川県）

11月25日（土）
〔11:00神戸出発〕

代表強化
練習会

[vs ヴィッセル神戸U18AB]
　　（プレミアWEST 1位）

[vs 姫路独協大学]
　　（関西学生1部12位）

（フットサル対抗戦）

（強化試合分析）

[vs 泉州蹴球クラブ]
　　（大阪府社会人1部）

[vs 神戸ＦＣ-B]
　　（兵庫県社会人2部 3位）

[vs エベイユＦＣ]
　　（兵庫県社会人1部 優勝）

 ≪第2回≫神戸市社会人リーグ
     　『ファミリーサッカー交流会』
 [社会人選手・チームの家族・友人等]

[vs 神戸弘陵高校]
　　（プレミアWEST 9位）

 ≪第1回≫神戸市社会人リーグ
     　『各チーム運営責任者初蹴り』
 [vs ハリマアルビオン，六甲アイランド高校]

[vs 関西学院大学]
　　（関西学生1部 4位）

[vs 阪南大学]
　　（関西学生1部 2位）

[vs 滝川第二高校]
　（全国選手権兵庫県代表）


