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No ポジション 苗字 名前 苗字フリガナ 名前フリガナ 所属チーム

１ DF 佐々木 楽 ササキ ガク 八橋ＦＣスポーツ少年団

2 DF 石川 惣光 イシカワ ソウア 八橋ＦＣスポーツ少年団

３ MF 木内 翼 キノウチ タスク 八橋ＦＣスポーツ少年団

４ MF 後藤 楓太 ゴトウ フウタ 寺内ブルーウィングス

５ FW 竹内 智紀 タケウチ トモノリ 旭川サッカースポーツ少年団

６ DF 佐々木 雄大 ササキ ユウダイ ＡＦＣユーニアンＪｒ．

７ MF 星谷 碧海 ホシタニ アオイ ＡＦＣユーニアンＪｒ．

８ FW 鎌田 伊吹 カマダ イブキ ＡＦＣユーニアンＪｒ．

９ MF 石田 聖真 イシダ ショウマ 飯島南FC

１０ FW 泉 海斗 イズミ カイト 飯島南FC

１１ FP 中川 拓柊 ナカガワ タクト 下新城サッカ－スポ－ツ少年団

１２ DF 櫻田 大智 サクラダ タイチ 飯島パインフォレストSSS

１３ DF 正木 珀 マサキ ハク 仁井田レッドスタ－ズ

１４ MF 佐藤 大空 サトウ タック 仁井田レッドスタ－ズ

１５ MF 長名 陽祐 チョウナ ヨウスケ 仁井田レッドスタ－ズ

１６ FW 伊藤 珀 イトウ ハク 仁井田レッドスタ－ズ

１７ FP 神山 颯汰 カミヤマ ソウタ FC・Ｔ２ゼネラル

１８ MF 長谷川 悠真 ハセガワ ユウマ グリーントラスト牛島SSS

１９ MF 柏谷 瑛希 カシワヤ エイキ グリーントラスト牛島SSS

２０ FW 工藤 慶龍 クドウ ケイリュウ グリーントラスト牛島SSS

２１ MF 藤嶋 修斗 フジシマ シュウト グリーントラスト牛島SSS

２２ MF 伊藤 拓哉 イトウ タクヤ 秋田ロク・フットボールクラブ

２３ MF 中澤 柊也 ナカザワ シュウヤ FCロッサオーラ築山

２４ MF 上野 煌介 ウエノ コウスケ 秋田泉サッカースポーツ少年団

２５ DF 桐越 昊明 キリコシ コウメイ 秋田泉サッカースポーツ少年団

２６ GK 香野 遊一 コウノ ユウイチ 秋田泉サッカースポーツ少年団

２７ FW 村上 然 ムラカミ ゼン 秋田泉サッカースポーツ少年団

２８ MF 山内 俊介 ヤマウチ シュンスケ 秋田泉サッカースポーツ少年団

２９ ＤＦ 小原 悠久 オバラ ハルヒサ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

３０ GK 永澤 大我 ナガサワ タイガ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

３１ MF 畠山 永遠 ハタケヤマ トワ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

３２ FP 夏井 海音 ナツイ カイト 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

３３ FP 石塚 亮 イシヅカ リョウ 勝平サッカースポーツ少年団

３４ ＭＦ 尾留川 陽向 ビルカワ ヒナタ 大住サッカースポーツ少年団

３５ GK 加藤 和 カトウ ヤマト 河辺サッカースポーツ少年団

３６ MF 高橋 彩人 タカハシ アヤト 御所野サッカースポーツ少年団

３７ MF 渡辺 創介 ワタナベ ソウスケ 御所野サッカースポーツ少年団

３８ GK 塚田 駿太郎 ツカダ シュンタロウ 山王Jr保戸野SSS

３９ MF 武藤 煌士 ムトウ コウシ 山王Jr保戸野SSS

４０ FP 大滝 悠生 オオタキ ユウセイ 外旭川サッカースポーツ少年団

※

※

「秋田市TC U-12」

名前の間違いはご容赦お願いします。

2018秋田市地区TC　U12(6年生） 第２３回秋田カップ

上記選手４０名から「U-12セリオン」２０名・「U-12オーパス」２０名へのチーム分け通知は後日おこないます。
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No ポジション 苗字 名前 苗字フリガナ 名前フリガナ 所属チーム

１ MF 羽賀 諒亮 ハガ リョウスケ 八橋ＦＣスポーツ少年団

２ MF 畠山 寛斗 ハタケヤマ ヒロト 外旭川サッカースポーツ少年団

３ DF 堀井 優翔 ホリイ ユウト 外旭川サッカースポーツ少年団

４ FW 棚木 晴斗 タナキ ハルト 旭川サッカースポーツ少年団

５ MF 金 陽太 コン ヨウタ 旭川サッカースポーツ少年団

６ GK 遠田 海斗 エンダ カイト ＡＦＣユーニアンＪｒ．

７ MF 佐々木 快晟 ササキ カイセイ ＡＦＣユーニアンＪｒ．

８ MF 斎藤 聖和 サイトウ セナ ＡＦＣユーニアンＪｒ．

９ DF 安藤 愛弥 アンドウ マナヤ 旭南サッカースポーツ少年団

１０ FW 安藤 愛知 アンドウ アイチ 旭南サッカースポーツ少年団

１１ DF 川村 優成 カワムラ ユウセイ 旭南サッカースポーツ少年団

１２ MF 佐々木 遥斗 ササキ ハルト 仁井田レッドスタ－ズ

１３ MF 塩寺 大翔 シオデラ ダイト グリーントラスト牛島SSS

１４ FP 伊勢 叶侑 イセ カナウ 勝平サッカースポーツ少年団

１５ FP 保坂 空澄 ホサカ クウト 勝平サッカースポーツ少年団

１６ FP 籾山 怜央 モミヤマ レオ 勝平サッカースポーツ少年団

１７ GK 成田 晃也 ナリタ コウヤ 勝平サッカースポーツ少年団

１８ ＭＦ 唐津 丞弥 カラツ ジョウヤ 大住サッカースポーツ少年団

１９ DF 江帾 凛之介 エバタ リンノスケ 河辺サッカースポーツ少年団

２０ DF 安養寺 翔也 アンヨウジ ショウヤ 御所野サッカースポーツ少年団

※ 名前の間違いはご容赦お願いします。

「秋田市TC U-11」2018秋田市地区TC　U11(5年生） 第２３回秋田カップ
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