
08神戸市トレセンＵ-１２　（47名） 08神戸市トレセンＵ-１１　（43名） 08神戸市トレセンＵ-１０　（36名）

ＮＯ 氏　名 所属チーム ＮＯ 氏　名 所属チーム ＮＯ 氏　名 所属チーム

1 石井　佑樹 神戸ＦＣ 1 高木　滉平 本庄 1 宗村　知哉 コスモＦＣ

2 石原　亮太 神戸ＦＣ 2 川畑　隼人 ライオス 2 島津　瑠 コスモＦＣ

3 石丸　正太郎 神戸ＦＣ 3 春口　駿 ライオス 3 石川　想真　 鶴甲ＳＣ

4 原　純平 神戸ＦＣ 4 福岡　将伍 ライオス 4 福永　凌大 井吹台ＳＣ

5 南　幸希 神戸ＦＣ 5 許　哲誠 ライオス 5 和田　雄真 井吹台ＳＣ

6 山本　晴 神戸ＦＣ 6 網本　健太 神戸ＦＣ 6 新角　友規 井吹台ＳＣ

7 桑原　祐貴 神戸ＦＣ 7 玉井　陸 神戸ＦＣ 7 熊田　進之介 学園ＦＣ

8 仲原　潤也 神戸ＦＣ 8 東浦　大地 神戸ＦＣ 8 慂羅　陽介 学園ＦＣ

9 阿部　頼我 ヴィッセル神戸Jr 9 加藤　将太 木津 9 門間　友貴 霞ヶ丘ＳＣ

10 鎌倉　大和 ヴィッセル神戸Jr 10 漆島　哲平 木津 10 内田　幹樹 霞ヶ丘ＳＣ

11 鎌田　晃企 ヴィッセル神戸Jr 11 笠松　京史 木津 11 上田　駿斗 東舞子ＳＣ

12 黒石　貴哉 ヴィッセル神戸Jr 12 石川　和志 小部 12 藤田　剛　 東舞子ＳＣ

13 児玉　知也 ヴィッセル神戸Jr 13 碇本　魁人 小部 13 上田　将太 マリノＦＣ

14 善積　楠貴 ヴィッセル神戸Jr 14 長濱　竜也 ありま 14 杉本　初 マリノＦＣ

15 高橋　醇 ヴィッセル神戸Jr 15 中野　雄太 鹿の子台 15 山田　裕也　 新多門ＳＣ

16 中村　菜月 ヴィッセル神戸Jr 16 原口　知土 フレスカ 16 八木　淳斗 新多門ＳＣ

17 山本　雅貴 ヴィッセル神戸Jr 17 三輪　大河 SNSC 17 増田　隼大 新多門ＳＣ

18 吉武　駿平 ヴィッセル神戸Jr 18 井塚　　翼 北須磨 18 丹羽　悠人 板宿ＳＣ

19 荒屋　亮二郎 ＦＣライオスJr 19 中濱　颯斗 だいち 19 山中　拓哉 神の谷ＦＣ

20 是枝　真伍 ＦＣライオスJr 20 赤木　直人 だいち 20 坂井　凛太郎　 だいちＳＣ

21 森　周斗 ＦＣライオスJr 21 福田　耕平 高倉台 21 森下　義雄 多井畑ＦＣ

22 三保　敬太郎 ＦＣライオスJr 22 守山　雄大 高倉台 22 竹本　涼介 高倉台ＳＣ

23 藤本　玲央 ＦＣライオスJr 23 永瀬　立騎 若草 23 前村　一樹 高倉台ＳＣ

24 中井　英人 霞ヶ丘学園ＳＣ 24 鷲尾　太一 若草 24 櫛笥　　海人 若草少年ＳＣ

25 原田　亘 霞ヶ丘学園ＳＣ 25 眞名子 　新 若草 25 田中　凌生 若草少年ＳＣ

26 保　勇樹 新多聞ＳＣ 26 重本　楓都 新多聞 26 栗本　優大 若草少年ＳＣ

27 八木　脩斗 新多聞ＳＣ 27 太田　祐輔 塩屋 27 西尾　拓也 ありまユナイテッド

28 伊勢　歩 東舞子ＳＣ 28 田代　俊也 マリノ 28 久光　海夏斗 ありまユナイテッド

29 西村　柊哉 東舞子ＳＣ 29 井本　大貴 マリノ 29 渡辺　大貴 押部ＦＣ

30 森本　達也 マリノＦＣ 30 西脇　惇平 マリノ 30 岡山　恭丸　 桜の宮ＳＣ

31 山下　祥世 マリノＦＣ 31 福岡　希海 マリノ 31 宮本　啓伍　　 鹿の子台FC

32 大谷　昌嵩 箕谷ＳＣ 32 向野　太揮 マリノ 32 中野　恭兵 鹿の子台ＦＣ

33 中村　圭一 箕谷ＳＣ 33 中川　雄貴 マリノ 33 岡本　一伯　 八多ＳＣ

34 西川　諒 若草少年ＳＣ 34 井筒　光太郎 井吹台 34 橋本　蒼汰 ＦＣウィングス

35 藤本　裕豪 若草少年ＳＣ 35 近久  琢未 井吹台 35 白石　悠太 小部キッズＦＣ

36 井上　聡 ＦＣウィングス 36 山口　将輝 玉津 36 濱上　幸久 小部キッズＦＣ

37 藤谷　駿 押部ＦＣ 37 中井　貴英 霞ヶ丘

38 岡本　優 小部キッズＦＣ 38 藤田　典 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸Jr

39 竹並　壘 学園ＦＣ 39 関川　真聖 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸Jr

40 武政　裕也 神の谷ＦＣ 40 松原　啓介 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸Jr

41 山野井　優人 木津ＳＣ 41 高野　亮太 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸Jr

42 谷川　雄大 神戸SS 42 藤谷　壮 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸Jr

43 孫　勝　基 神戸コリアコマーズ 43 桑原　拓都 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸Jr

44 佐久間　陸 多井畑ＦＣ

45 岡部　佑大 鶴甲ＳＣ

46 楊　昌之 鵯越ＳＣ

47 坂本　拓巳 夢野ＳＣ


