
№ 氏名 フリガナ 所属 № 氏名 フリガナ 所属

1 大西雄三 オオニシユウゾウ FC成徳 1 池上 大輝 イケガミダイキ FC玉津

2 赤城政夫 アカギマサオ センアーノ神戸 2 伊藤健太 イトウケンタ つつじヶ丘ファミリーサッカー

3 前泊璃音 マエドマリリオ センアーノ神戸 3 川西高広 カワニシタカヒロ ロヴェスト神戸

4 向達郎 ムカイタツオ センアーノ神戸 4 山田泰志 ヤマダタイシ ロヴェスト神戸

5 小西一洋 コニシ　カズヒロ なぎさFC 5 石黒達也 イシグロタツヤ 塩屋FC

6 立山達也 タテヤマタツヤ なぎさFC 6 山本翼 ヤマモトツバサ 塩屋FC

7 タカハシトモヒロ タカハシトモヒロ なぎさFC 7 田中　陽希 タナカ　ハルキ 岩岡FCアミーゴ

8 井上真太郎 イノウエシンタロウ 王子FC 8 垣田秦太朗 カキタ シンタロウ 岩岡FCアミーゴ

9 片山航希 カタヤマコウキ 神戸FC 9 氏家謙次 ウジイエケンジ 新多聞SC

10 岡田貴裕 オカダタカヒロ 西灘FC 10 佐藤圭司 サトウケイジ 新多聞SC

11 岸本拓也 キシモトタクヤ 西灘FC 11 宮奥亮太 ミヤオクリョウタ 新多聞SC

12 菅野航太 スガノコウタ 西灘FC 12 大川　修平 オオカワ　シュウヘイ 新多聞SC

13 月森　寛二 ツキモリ　カンジ 西灘FC 13 塩山　進 シオヤマ　ススム 垂水多聞台SC

14 炭田　一馬 スミダ　カズマ 鶴甲SC 14 松本富之 マツモトトミユキ 垂水多聞台SC

15 永井宏幸 ナガイヒロユキ 鶴甲SC 15 中澤尚義 ナカザワヒサヨシ 千代ヶ丘

16 梁谷 岳史 ハリタニ　タケシ 鶴甲SC 16 村賀　正太 ムラガ　ショウタ 東舞子SC

17 森岡　計民 モリオカ　カズミ 東灘SSD 17 川口和也 カワグチカズヤ 有瀬SC

18 濵田　悠輝 ハマダ　ユウキ 東灘SSD 18 阪口 勝 サカグチ マサル 有瀬SC

19 谷村　雅樹 タニムラ　マサキ 有瀬SC

20 須藤翔 スドウショウ ヨーケン
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№ 氏名 フリガナ 所属 № 氏名 フリガナ 所属

1 中村圭吾 ナカムラケイゴ SVIC FA 1 雨坂　誠 アメサカ　マコト アスコットフットボールアカデミー

2 鳩野孝明 ハトノタカアキ 駒ヶ林FC 2 作山フィリペケンジ サクヤマフィリペケンジ アスコットフットボールアカデミー

3 前田修二 マエダシュウジ 駒ヶ林FC 3 橋本　尚子 ハシモト　ヒサコ アスコットフットボールアカデミー

4 松永拓也 マツナガタクヤ 駒ヶ林FC 4 長谷川　貴将 ハセガワ　タカマサ アスコットフットボールアカデミー

5 坂田　佳嗣 サカタ　ヨシツグ 高倉台SC 5 林　孝昌 ハヤシ　タカマサ アスコットフットボールアカデミー

6 正岡　健二 マサオカ　ケンジ 若草SSC 6 井上　猛 イノウエ　タケシ 押部FC

7 石川　琢司 イシカワ　タクジ 若草SSC 7 西祐介 ニシユウスケ 鹿の子台FC

8 青木　剛 アオキ　ゴウ 多井畑FC 8 藤田智昭 フジタ トモアキ 鹿の子台FC

9 田路　修一 トウジ　シュウイチ 多井畑FC 9 杉本貴志 スギモトタカシ 鹿の子台FC

10 永井　康央 ナガイ　ヤスオ 多井畑FC 10 石井啓樹 イシイヒロキ 小部キッズ

11 瀬田 正勝 セタ マサカツ 多井畑FC 11 河村淳史 カワムラアツシ 小部キッズ

12 魚家　理 ウオヤ　サトル 板宿SC 12 白木孝 シラキタカシ 八多スポーツクラブ

13 奥村　隆二 オクムラ　リュウジ 須磨ナイス 13 梶田直孝 カジタナオタカ 北五葉サッカークラブ

14 木村　波唯ニ キムラ　ハイジ 北五葉サッカークラブ

15 新田真也 ニッタシンヤ 箕谷サッカークラブ

16 野村　明輔 ノムラ　メイスケ 夢野の丘SC

※　ホームページ上の「令和3年度初級コース参加の注意」を確認いただき

　　入金方法・講義受講方法を各自で必ず確認ください。

　　開催要項でもご案内しました通り、確認漏れによる不利益については対応いたしかねます。 

※　定員の増員またキャンセルによる追加は都合により行えません。

不明な点があれば　tech-info@kobe-fa.gr.jp　初級担当　赤尾成幸
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