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KOBE NEW YEAR 2019 参加選手について 

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、平成 31年 1月 5日（土）・6日（日）に行われます大会の参加選手を決定しましたので、ご報告させてい

ただきます。 

詳細日程は決まり次第、お知らせ致します。 

下記内容をご確認の上、選手派遣にご協力の程、どうぞ宜しくお願い致します。 

敬具 

記 

 

【参加大会】 KOBE NEW YEAR 2019 

【開催日時】 平成 31年 1月 5日（土）・6日（日） 

※女子は 1泊 2日の宿泊あり。男子は日帰りにて参加。 

【会   場】 しあわせの村運動広場・球技場 

【参加選手】 

●女子 U-12 

NO 氏 名 所属チーム NO 氏 名 所属チーム 

１ 樽谷 凜 東灘 SSD 9 合原 理央 学園 FC 

２ 東野 莉里亜 本庄 FC 10 山嶋 日花 学園 FC 

３ 阿部 七瀬 北五葉 SC 11 山本 花梨 学園 FC 

４ 影本 真衣夢 北五葉 SC 12 上野 日菜詩 マリノ FC 

５ 三枝 華夏 北五葉 SC 13 橋本 真依 井吹台 SC 

６ 村上 安奈 北五葉 SC 14 藤井 結菜 井吹台 SC 

７ 赤鹿 ひめ乃 ＦＣウィングス 15 木野 亜矢乃 有瀬 SC 

8 田中 さら 西神中央 FC    

 

 



●女子 U-11 

NO 氏 名 所属チーム NO 氏 名 所属チーム 

１ 中谷 百音 東灘 SSD 9 金月 夏萌 学園 FC 

２ 久保田 優空 神戸コスモ FC 10 堀江 莉心 学園 FC 

３ 奥本 愛生 みさき FC 11 堺 真央 井吹台 SC 

４ 南 凜 三宮 FC 12 中村 百花 井吹台 SC 

５ 田中 ゆら 箕谷 SC 13 渡邊 はな 井吹台 SC 

６ 有木 心詩 学園 FC 14 八幡 涼夏 有瀬 SC 

７ 飯塚 菜津子 学園 FC 15 横道 菜仲 霞ヶ丘学園 SC 

8 菊池 紫帆 学園 FC 16 北原 奈波 神戸コスモ FC 

 

●男子 U-11 

NO 氏 名 所属チーム NO 氏 名 所属チーム 

１ 藤川 遥人 東灘 SSD 17 田中 空来 小部キッズ FC 

２ 佐伯 晃介 神戸コスモ FC 18 加埜 星響 鹿の子台 FC 

３ 前野 正明 神戸コスモ FC 19 西川 玲生 多井畑 FC 

４ 井上 葉琥 なぎさ FC 20 谷口 央和 神の谷 FC 

５ 森田 翔明 灘 J.F.C 21 大橋 相太 東舞子 SC 

６ 猪坂 漣 センアーノ神戸 Jr 22 外嶋 亮太 学園 FC 

７ 伊藤 春輝 センアーノ神戸 Jr 23 長澤 快龍 ヨーケン FC 

8 片山 航汰 センアーノ神戸 Jr 24 坂田 淳哉 井吹台 SC 

9 亀田 大河 センアーノ神戸 Jr 25 吉井 悠 霞ヶ丘学園 SC 

10 
クリストファーズ・ 

玲生・ウィリアム 
センアーノ神戸 Jr 26 梶原 賢志郎 ヴィッセル神戸 U-12 

11 榊 愛花 センアーノ神戸 Jr 27 立花 龍翔 ヴィッセル神戸 U-12 

12 島 佑成 センアーノ神戸 Jr 28 谷山 英臣 ヴィッセル神戸 U-12 

13 野田 凰心 センアーノ神戸 Jr 29 塚田 哲也 ヴィッセル神戸 U-12 

14 南 壮一郎 センアーノ神戸 Jr 30 時澤 瑠良 ヴィッセル神戸 U-12 

15 林 大智 高羽 FC 31 藤本 陸玖 ヴィッセル神戸 U-12 

16 時澤 瑛大 箕谷 SC 32 堀口 裕暉 ヴィッセル神戸 U-12 

 

【そ の 他】 

・ケガなどでやむを得ず参加出来ない選手などがおられましたらエントリー変更などの都合もありますので、 

至急ご連絡頂きますようよろしくお願いいたします。 

・その他、お問い合わせは徳久までお願いします。 携帯：080-3782-0675 

                     以上 


