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秋田カップ東北都市選抜少年サッカー大会

ＮＯ ポジション 背番号 ＮＯ ポジション 背番号

１ GK １  遠田 海斗  エンダ カイト １１ ＭＦ １１  佐藤 煌毅  サトウ コウキ

２ FW ２  齋藤 聖和  サイトウ セナ １２ DF １２  川村 優成  カワムラ ユウセイ

３ MF ３  佐々木 快晟  ササキ カイセイ １３ FW １３  安藤 愛知  アンドウ アイチ

４ FP ４  高嶋 悠斗  タカシマ ユウト １４ MF １４  安藤 愛弥  アンドウ マナヤ

５ ＭＦ ５  金 陽太  コン ヨウタ １５ GK １５  江上 漣太郎  エガミ レンタロウ

６ ＭＦ ６  村山 陽一  ムラヤマ ヨウイチ １６ ＭＦ １６  唐津 丞弥  カラツ ジョウヤ

７ MF ７  佐々木 遥斗  ササキ ハルト １７ ＭＦ １７  佐藤 叶羽  サトウ トワ

８ FW ８  宮田 希志人  ミヤタ キシト １８ ＦＷ １８  佐藤 惺南  サトウ セナ

９ MF ９  東海林 蒼  ショウジ アオ １９ ＦＷ １９  田口 陽人  タグチ ハルト

１０ MF １０  保坂 宗太郎  ホサカ ソウタロウ ２０ MF ２０  塩寺 大翔  シオデラ ダイト

シャツ パンツ シャツ パンツ

白 青 黄 黄

オレンジ 黒

ＮＯ ポジション 背番号 ＮＯ ポジション 背番号

１ GK １  成田 晃也  ナリタ コウヤ １１ FW １１  桐越 悠成  キリコシ ユウセイ

２ DF ２  中村 山人  ナカムラ ヤマト １２ FP １２  佐藤 大成  サトウ タイセイ

３ DF ３  髙橋 昊  タカハシ ソラ １３ FP １３  畠山 寛斗  ハタケヤマ ヒロト

４ MF ４  保坂 空澄  ホサカ クウト １４ FP １４  堀井 優翔  ホリイ ユウト

５ FW ５  籾山 怜央  モミヤマ レオ １５ Gk １５  加藤 伊吹  カトウ イブキ

６ DF ６  田代 大翔  タシロ ヤマト １６ DF １６  安養寺 翔也  アンヨウジ ショウヤ

７ FW ７  羽賀 諒亮  ハガ リョウスケ １７ MF １７  鈴木 漣斗  スズキ レント

８ DF ８  魚住 連生  ウオズミ レン １８ MF １８  森谷 大樹  モリヤ タイキ

９ MF ９  齊藤 榛人  サイトウ ハルヒト １９ FP １９  夏井 悠希  ナツイ ユウキ

１０ MF １０  渡邊 里玖  ワタナベ リク ２０ MF ２０  江帾 凛之介  エバタ リンノスケ

シャツ パンツ シャツ パンツ

青 白 赤 赤

ラズベリー ネイビー

ＮＯ ポジション 背番号 ＮＯ ポジション 背番号

１ ＧＫ １  石川 創万  イシカワ ソウマ １１ FW １１  笹渕 陸翔  ササブチ リクト

２ ＭＦ ２  高橋 瑛汰  タカハシ エイタ １２ ＦＰ １２  宇佐美 輝翔  ウサミ キット

３ FP ３  佐々木 煌羽  ササキ コウ １３ DF １３  佐々木 悠悟  ササキ ユウゴ

４ MF ４  遠藤 和  エンドウ カズ １４ DF １４  倉田 莉睦  クラタ リム

５ MF ５  金 龍之介  コン リュウノスケ １５ ＧＫ １５  佐々木 譲  ササキ ジョウ

６ MF ６  舟木 経  フナキ キョウ １６ MF １６  夏井 達也  ナツイ タツヤ

７ MF ７  佐々木 輝大  ササキ コウダイ １７ FP １７  小林 海聖  コバヤシ カイセイ

８ MF ８  鎌田 陽向  カマダ ヒナタ １８ MF １８  鈴木 瑛太  スズキ エイタ

９ FW ９  青木 蓮  アオキ レン １９ MF １９  大野 真翔  オオノ マナト

１０ MF １０  高橋 礼奈人  タカハシ レナト ２０ MF ２０  柴田 悠良  シバタ ユラ

シャツ パンツ シャツ パンツ

グレー グレー 水色 水色

緑 緑

チーム名  秋田市TC U12 セリオン 代表者名

第２４回 秋田カップ東北都市選抜少年サッカー大会  秋田市TC U12 セリオン メンバー表

 夏井 春男

選 手 氏 名 所属チーム名 選 手 氏 名 所属チーム名

監督名  鈴木 浩司 コーチ名  高橋 寛　松山 大

 ユーニアン  旭南

 ユーニアン  旭南

 ユーニアン  旭北

 旭川  大住

 仁井田  大住

 秋田ロク  旭南

 旭川  旭南

ユニフォーム ストッキング ユニフォーム ストッキング

 飯島  牛島

 飯島  大住

 飯島  大住

ＧＫ（正） オレンジ ＧＫ（副）

ＦＰ（正） 白 ＦＰ（副） 黄

代表者名

第２４回 秋田カップ東北都市選抜少年サッカー大会  秋田市TC U12 オーパス メンバー表

チーム名  秋田市TC U12 オーパス

選 手 氏 名 所属チーム名 選 手 氏 名 所属チーム名

監督名  渡辺 崇 コーチ名  齋藤 大志　照井 寿和　楢岡 毅

 勝平  外旭川

 勝平  外旭川

 勝平  秋田泉

 山王ジュニア  御所野

 八橋  ドリーム

 勝平  外旭川

 勝平  御所野

 秋田泉  河辺

 秋田泉  四ツ小屋

 秋田泉  四ツ小屋

ＦＰ 青 ＦＰ（副） 赤

ユニフォーム ストッキング ユニフォーム ストッキング

チーム名  秋田市TC U11 代表者名

第２４回 秋田カップ東北都市選抜少年サッカー大会  秋田市TC U11 メンバー表

ＧＫ ネイビー ＧＫ（副）

選 手 氏 名 所属チーム名 選 手 氏 名 所属チーム名

監督名  相場 建烈　 コーチ名  佐々木 勉　富樫 勇人

 旭北  下新城

 明徳  四ツ小屋

 旭北  御所野

 Ｔ２

 仁井田  牛島

 仁井田  秋田ロク

 仁井田  四ツ小屋

 仁井田  四ツ小屋

 保坂 政美

 鈴木 元

ＧＫ 緑 ＧＫ（副）

ＦＰ グレー ＦＰ（副） 白

ユニフォーム ストッキング ユニフォーム ストッキング

 御所野  日新

 山王ジュニア  ユーニアン

 山王ジュニア


