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KOBE NEW YEAR 2020参加選手について 

平素はトレセン活動にご理解、ご協力頂き誠にありがとうございます。 

さて、標記大会の参加選手が決まりましたのでお知らせいたします。 

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。 

詳細日程については、後日改めてご連絡いたします。 

 

記 

 

【参加大会】 朝日新聞社杯・ユーハイム杯 KOBE NEW YEAR 2020 

【開催日時】 令和 2年 1月 11日（土）・12日（日） 

【会   場】 しあわせの村 運動広場・球技場 

【その他】 

・男子 U-11は日帰りでの参加となります。女子は宿泊での参加となります。 

・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。 

【参加選手】  

●男子 U-11 Aチーム 

 氏 名 所属チーム  氏 名 所属チーム 

１ 塩野 隼大 神戸 FC 9 村岡 孝星 ヨーケン FC 

２ 出口 誠人 神戸 FC 10 宮本 蒼大 井吹台 SC 

３ 丸尾 康太 センアーノ神戸 Jr 11 金谷 直太朗 FC玉津 

４ 木村 風河 センアーノ神戸 Jr 12 川谷 大輝 ヴィッセル神戸 U-12 

５ 中村 心乃葉 センアーノ神戸 Jr 13 合戸 奏生 ヴィッセル神戸 U-12 

６ 上柿 壮生 センアーノ神戸 Jr 14 天野 滉大 ヴィッセル神戸 U-12 

７ 岡中 舜 北五葉 SC 15 西岡 鷹佑 ヴィッセル神戸 U-12 

8 鳴川 奏太朗 小部キッズ FC 16 山下 翔音 ヴィッセル神戸 U-12 

 



●男子 U-11 B チーム 

 氏 名 所属チーム  氏 名 所属チーム 

１ 中根 文哉 みさき FC 9 大西 陽 FC フレスカ神戸 

２ 江口 航輝 センアーノ神戸 Jr 10 青木 陸輝 多井畑 FC 

３ 中嶋 蒼 センアーノ神戸 Jr 11 石橋 夏月 駒ヶ林 FC 

４ 大橋 璃久 センアーノ神戸 Jr 12 児玉 瑛太郎 東舞子 SC 

５ 河井 哲平 センアーノ神戸 Jr 13 山口 温大 東舞子 SC 

６ 庄司 櫂 センアーノ神戸 Jr 14 奥田 泰翔 学園 FC 

７ 斎藤 遊丞 高羽 FC 15 柿澤 佑磨 FC玉津 

8 清水 真稀 北五葉 SC 16 長谷部 智士 ヴィッセル神戸 U-12 

 

●女子 エンジェル 

 氏 名 所属チーム  氏 名 所属チーム 

１ 中谷 百音 東灘 SSD 11 金月 夏萌 学園 FC 

２ 鹿田 蓉子 神戸コスモ FC 12 堀江 莉心 学園 FC 

３ 奥本 愛生 みさき FC 13 堺  真央 井吹台 SC 

４ 南  凜 三宮 FC 14 堺  莉央 井吹台 SC 

５ 金月 柚良 蓮池 SC 15 中村 百花 井吹台 SC 

６ 有木 心詩 学園 FC 16 渡邊 はな 井吹台 SC 

７ 飯塚 菜津子 学園 FC 17 八幡 涼夏 有瀬 SC 

8 牛若 あおい 学園 FC 18 横道 菜仲 霞ヶ丘学園 SC 

9 梶原 萌以 学園 FC 19 近藤 陽菜 井吹台 SC 

10 菊池 紫帆 学園 FC  

 

●女子 フェニックス 

 氏 名 所属チーム  氏 名 所属チーム 

１ 田中 ゆら 箕谷 SC 7 河嶋 杏奈 学園 FC 

２ 小林 茉央 多井畑 FC 8 中垣 文花 学園 FC 

３ 西村 胡春 神戸 SS 9 石橋 杏夏 井吹台 SC 

４ 岩田 蒼生 みさき FC 10 中川 心葉 井吹台 SC 

５ 北原 奈波 三宮 FC 11 岡  美粋 霞ヶ丘学園 SC 

６ 色川 瑚夏 だいち SC 12 紺原 なつ 小部キッズ FC 

 

・その他ご不明な点等がございましたら、徳久までご連絡ください  

携帯：080-3782-0675   mail：tokuhisa_nobuyoshi@yahoo.co.jp 

                     以上 


