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KOBE NEW YEAR 2021詳細日程について（男子 U-12） 

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、標記大会の詳細日程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。 

 

記 

 

【参加大会】 朝日新聞社杯・ユーハイム杯 KOBE NEW YEAR 2021 

【開催日時】 令和 3年 1月 9日（土）・10日（日） 

【会   場】 しあわせの村 運動広場 

【集合・解散】  （集合） 9日（土） A・B・C チームともに 8:00 運動広場 トイレ付近 

                   10日（日）A・B・C チームともに 8:30 運動広場 トイレ付近 

           （解散） 試合終了後、現地解散 

【大会日程】 詳細スケジュールは別紙参照 

【持 ち 物】 サッカー用具一式、着替え、昼食あるいは軽食、水分、防寒具、その他各自必要な物 

         健康チェックシート（空白が無いよう、すべて記載の上持参ください） 

※トレセンユニホームは当日配布いたします。 

【その他】 

・当日の朝に必ず検温を行い、体調のすぐれない人は、参加を見合わせてください 

・駐車場はＰ４またはＰ６を使用してください。（Ｐ１は利用しない事） 

また、周辺道路は駐停車禁止です。選手などの乗り降り、荷物の出し入れは必ず駐車場でお願いします。 

・大会期間中の緊急連絡先： 高原コーチ 090-9166-3476 

・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 

 

 



【参加選手】  

●男子 U-12 A チーム 

 氏 名 所属チーム  氏 名 所属チーム 

１ 出口 誠人 神戸 FC 9 和食 陽向 FC フレスカ神戸 

２ 伊藤 倫太郎 神戸コスモ FC 10 青木 陸輝 多井畑 FC 

３ 木村 風河 センアーノ神戸 Jr 11 石橋 夏月 駒ヶ林 FC 

４ 斎藤 遊丞 高羽 FC 12 児玉 瑛太郎 東舞子 SC 

５ 坂口 佑樹 高羽 FC 13 山口 温大 東舞子 SC 

６ 岡中 舜 北五葉 SC 14 村岡 孝星 ヨーケン FC 

７ 清水 真稀 北五葉 SC 15 金谷 直太朗 FC玉津 

8 美根 景虎 FC フレスカ神戸  

 

●男子 U-12 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 8 鈴木 隆晃 西須磨 SC 

２ 大橋 璃久 センアーノ神戸 Jr 9 谷田 准梧 東舞子 SC 

３ 河井 哲平 センアーノ神戸 Jr 10 福田 修真 新多聞 SC 

４ 源 泰晴 北五葉 SC 11 奥田 泰翔 学園 FC 

５ 大西 堅三 FC フレスカ神戸 12 宮本 蒼大 井吹台 SC 

６ 大西 陽 FC フレスカ神戸 13 川崎 心太郎 有瀬 SC 

７ 小林 春平 高倉台 SC 14 柿澤 佑磨 FC玉津 

 

●男子 U-12 C チーム 

 氏 名 所属チーム  氏 名 所属チーム 

１ 堀切 宙 神戸 FC 9 生駒 青葉 板宿 SC 

２ 日高 史人 神戸コスモ FC 10 森田 真郁 板宿 SC 

３ 中嶋 蒼 センアーノ神戸 Jr 11 細谷 迦伊 東舞子 SC 

４ 仲田 蓮央 センアーノ神戸 Jr 12 佐藤 裕斗 新多聞 SC 

５ 炭田 翔馬 鶴甲 SC 13 土井 丈琉 学園 FC 

６ 永田 惺雄 小部キッズ FC 14 浜崎 廉士 学園 FC 

７ 庄司 櫂 FC フレスカ神戸 15 野沢 知生 霞ヶ丘学園 SC 

8 浅尾 拓哉 蓮池 SC  

 

               以上 


