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神戸市トレセン 【女子】 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、201９年度神戸市トレセン女子（U-12/U-11） 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 中谷 百音 東灘 SSD 11 梶原 萌以 学園 FC 

２ 鹿田 蓉子 神戸コスモ FC 12 菊池 紫帆 学園 FC 

３ 奥本 愛生 みさき FC 13 金月 夏萌 学園 FC 

４ 南 凜 三宮 FC 14 堀江 莉心 学園 FC 

５ 田中 ゆら 箕谷 SC 15 堺 真央 井吹台 SC 

６ 小林 茉央 多井畑 FC 16 堺 莉央 井吹台 SC 

７ 金月 柚良 蓮池 SC 17 中村 百花 井吹台 SC 

8 有木 心詩 学園 FC 18 渡邊 はな 井吹台 SC 

9 飯塚 菜津子 学園 FC 19 八幡 涼夏 有瀬 SC 

10 牛若 あおい 学園 FC 20 横道 菜仲 霞ヶ丘学園 SC 

 

【女子 U-12 スタッフ】 

チーフコーチ：菰下 聡（神戸コスモ FC） 

コーチ：岸本 功（夢野の丘 SC）、浜口顕人（つつじが丘ファミリーサッカー） 

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 西村 胡春 神戸 SS 15 中垣 文花 学園 FC 

２ 岩田 蒼生 みさき FC 16 太田 真実子 マリノ FC 

３ 村田 結 平野 AFC 17 赤木 千春 井吹台 SC 

４ 北原 奈波 三宮 FC 18 石橋 杏夏 井吹台 SC 

５ 川戸 和珠 横尾 SC 19 近藤 陽菜 井吹台 SC 

６ 木倉 夏萌 横尾 SC 20 中川 心葉 井吹台 SC 

７ 色川 瑚夏 だいち SC 21 山下 陽 井吹台 SC 

8 廣谷 心 だいち SC 22 白石 陽菜 有瀬 SC 

9 喜井 朱凛 つつじが丘 FS 23 岡 美粋 霞ヶ丘学園 SC 

10 久保 美衣奈 つつじが丘 FS 24 紺原 なつ 小部キッズ FC 

11 浜口 桃子 つつじが丘 FS 25 酒井 千紘 西須磨 SC 

12 内野 陽菜子 学園 FC 26 釆田 希乃花 横尾 SC 

13 河嶋 杏奈 学園 FC 27 伊藤 澄玲 FC玉津 

14 公文 ひかり 学園 FC    

 

【女子 U-11 スタッフ】 

チーフコーチ：菰下 聡（神戸コスモ FC） 

コーチ：岸本 功（夢野の丘 SC）、浜口顕人（つつじが丘ファミリーサッカー） 

GK コーチ：吉岡徳幸（なぎさ FC）、林 昭彦（井吹台 SC） 

 

 

以上 

 


