
住所

電話 ＦＡＸ

コーチ名

帯同審判

N0 ポジション 背番号

1 ＧＫ 1

2 ＦＰ 2

3 ＦＰ 3

4 ＦＰ 4

5 ＦＰ 5

6 ＦＰ 6

7 ＦＰ 7

8 ＦＰ 8

9 ＦＰ 9

10 ＦＰ 10

11 ＦＰ 11

12 ＦＰ 12

13 ＦＰ 13

14 ＦＰ 14

15 ＧＫ 15

16 ＦＰ 16

17 ＦＰ 17

18 ＦＰ 18

19 ＦＰ 19

20 ＦＰ 20

パンツ

青

黒

第25回　秋田カップ東北都市選抜少年サッカー大会
参加申込書　兼　メンバー表

※電話番号は、代表者の携帯番号でお願いします。代表者以外の場合は後ろに（　）を付け、名前を記載してください。

※選手のポジションについては、ＧＫ、ＦＰで記載してください。

チーム名 秋田市TC U12 セリオン  〒010-0951　秋田県秋田市山王6-4-12

代 表 者 鈴木 元

監　　督 佐藤 智宏 相場 建烈　佐々木 勉　瀬田川 武

主　　将 鈴木 元　相場 建烈　佐々木 勉

 倉田 莉睦  クラタ リム  四ツ小屋

 佐々木 譲  ササキ ジョウ  四ツ小屋

所属チーム選  手  氏  名

 佐々木 悠吾  ササキ ユウゴ  四ツ小屋

 篠田 拓也  シノダ タクヤ  四ツ小屋

 笹渕 陸翔  ササブチ リクト  御所野

 岡田 爽杏  オカダ アサヒ  御所野

 髙橋 礼奈人  タカハシ レナト  御所野

 髙橋 瑶  タカハシ ヨウ  御所野

 小黒 晃桜  オグロ コオ  御所野

 佐々木 輝大  ササキ コウダイ  仁井田

 遠藤 和  エンドウ カズ  仁井田

 中川 遥斗  ナカガワ ハルト  仁井田

 舟木 経  フナキ キョウ  仁井田

 金 龍之介  コン リュウノスケ  仁井田

 新沼 隼弥  ニイヌマ トシヤ  仁井田

 佐々木 煌羽  ササキ コウ  明徳

 水澤 達也  ミズサワ タツヤ  大住

 柴田 悠良  シバタ ユラ  日新

 鈴木 瑛太  スズキ エイタ  ユーニアン

ユニフォーム
正 副

シャツ ストッキング シャツ パンツ ストッキング

 村田 珀  ムラタ ハク  ユーニアン

ＦP 白 白 黄 黄 黄

ＧK オレンジ オレンジ



住所

電話 ＦＡＸ

コーチ名

帯同審判

N0 ポジション 背番号

1 ＧＫ 1

2 ＦＰ 2

3 ＦＰ 3

4 ＦＰ 4

5 ＦＰ 5

6 ＦＰ 6

7 ＦＰ 7

8 ＦＰ 8

9 ＦＰ 9

10 ＦＰ 10

11 ＦＰ 11

12 ＦＰ 12

13 ＦＰ 13

14 ＦＰ 14

15 ＧＫ 15

16 ＦＰ 16

17 ＦＰ 17

18 ＦＰ 18

19 ＦＰ 19

20 ＦＰ 20

パンツ

白

ネイビー

ストッキング

ＦP 青 青 赤 赤 赤

ＧK ラズベリー ネイビー

 戸島 健汰  トシマ ケンタ  T2G

ユニフォーム
正 副

シャツ ストッキング シャツ パンツ

 中泉 悠  ナカイズミ ユウ  川尻

 大野 真翔  オオノ マナト  T2G

 黒澤 劉己  クロサワ リュウキ  飯島

 小野 陽向  オノ ヒナタ  旭川

 宇佐美 輝翔  ウサミ キット  下新城

 石川 創万  イシカワ ソウマ  旭北

 長田 心温  ナガタ ミハル  下新城

 澤石 煌斗  サワイシ キラト  下新城

 高橋 瑛汰  タカハシ エイタ  旭北

 吉崎 航平  ヨシザキ コウヘイ  旭北

 八代 雫輝  ヤシロ シズキ  勝平

 西﨑 優音  ニシザキ ユウト  勝平

 加藤 翔  カトウ ショウ  勝平

 坂本 大樹  サカモト ダイキ  勝平

 鎌田 陽向  カマダ ヒナタ  山王ジュニア

 岩崎 和人  イワサキ カズト  山王ジュニア

 青木 蓮  アオキ レン  山王ジュニア

 中村 奏太  ナカムラ ソウタ  山王ジュニア

 鎌田 那津  カマダ ナツ  山王ジュニア

代 表 者 渡辺 崇

監　　督 高橋 寛 照井 寿和　齋藤 大志　瀬田川 武

主　　将 高橋 寛　照井 寿和　齋藤 大志

選  手  氏  名 所属チーム

第25回　秋田カップ東北都市選抜少年サッカー大会
参加申込書　兼　メンバー表

※電話番号は、代表者の携帯番号でお願いします。代表者以外の場合は後ろに（　）を付け、名前を記載してください。

※選手のポジションについては、ＧＫ、ＦＰで記載してください。

チーム名 秋田市TC U12 オーパス  〒010-0951　秋田県秋田市山王6-4-12



住所

電話 ＦＡＸ

コーチ名

帯同審判

N0 ポジション 背番号

1 ＧＫ 1

2 ＦＰ 2

3 ＦＰ 3

4 ＦＰ 4

5 ＦＰ 5

6 ＦＰ 6

7 ＦＰ 7

8 ＦＰ 8

9 ＦＰ 9

10 ＦＰ 10

11 ＦＰ 11

12 ＦＰ 12

13 ＦＰ 13

14 ＦＰ 14

15 ＧＫ 15

16 ＦＰ 16

17 ＦＰ 17

18 ＦＰ 18

19 ＦＰ 19

20 ＦＰ 20

パンツ

グレー

水色

ストッキング

ＦP グレー グレー 緑 緑 緑

ＧK 水色 水色

 打矢 朝秋  ウチヤ トモアキ  T2G

ユニフォーム
正 副

シャツ ストッキング シャツ パンツ

 三浦 勢良  ミウラ セラ  日新

 佐藤 蒼空  サトウ ソラ  御所野

 玉井 孝太郎  タマイ コウタロウ  旭北

 小林 夢空  コバヤシ ソラ  大住

 菅原 陸叶  スガワラ リクト  秋田泉

 鎌田 航希  カマダ コウキ  外旭川

 佐々木 快都  ササキ カイト  八橋

 石塚 倖介  イシヅカ コウスケ  秋田泉

 佐々木 宙斗  ササキ ヒロト  仁井田

 今井 心  イマイ ココロ  山王ジュニア

 畠山 大空  ハタケヤマ ソラ  四ツ小屋

 永澤 柊太  ナガサワ シュウタ  仁井田

 石川 巧真  イシカワ タクマ  下新城

 進藤 洵汰  シンドウ シュンタ  四ツ小屋

 武田 優太  タケダ ユウタ  飯島南

 長岡 崇龍  ナガオカ ショウタツ  下新城

 岩谷 怜桜  イワヤ レオ  飯島南

 佐藤 澪央  サトウ レオ  飯島南

 牧野 澪音  マキノ レオ  飯島南

代 表 者 楢岡 毅

監　　督 鈴木 浩司 松山 大　富樫 勇人　小山内 仁

主　　将 小山内 仁　松山 大　富樫 勇人　楢岡 毅

選  手  氏  名 所属チーム

第25回　秋田カップ東北都市選抜少年サッカー大会
参加申込書　兼　メンバー表

※電話番号は、代表者の携帯番号でお願いします。代表者以外の場合は後ろに（　）を付け、名前を記載してください。

※選手のポジションについては、ＧＫ、ＦＰで記載してください。

チーム名 秋田市TC U11  〒010-0951　秋田県秋田市山王6-4-12


