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サッカー【男子】
FOOTBALL (Men)

サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

選手
西川  周作
（にしかわ��しゅうさく）　男
①昭和61年6月18日（20歳）
②三重県　③宇佐市駅川中学
校→大分東明高校　④大分ト
リニータ

選手
佐藤  昭大
（さとう��あきひろ）　男
①昭和61年8月30日（20歳）
②三重県　③朝日中学校→吉
田高校　④サンフレッチェ広
島

選手
一柳  夢吾
（いちやなぎ��ゆうご）　男
①昭和60年4月2日（21歳）
②東京都　③西東京市立田無
第4中学校→中野工業高校　
④東京ヴェルディ1969

選手
本田  拓也
（ほんだ��たくや）　男
①昭和60年4月17日（21歳）
②神奈川県　③中野中学校→
桐光学園高校→法政大学（3
年）　④法政大学

選手
平山  相太
（ひらやま��そうた）　男
①昭和60年6月6日（21歳）
②福岡県　③国見中学校→国
見高校　④FC東京

選手
カレン  ロバート
（カレン��ロバート）　男
①昭和60年6月7日（21歳）
②茨城県　③つくば市立竹園
東中学校→市立船橋高校
④ジュビロ磐田

選手
増田  誓志
（ますだ��ちかし）　男
①昭和60年6月19日（21歳）
②宮崎県　③木花中学校→鵬
翔高校　④鹿島アントラーズ

選手
谷口  博之
（たにぐち��ひろゆき）　男
①昭和60年6月27日（21歳）
②神奈川県　③横須賀市立鴨
居中学校→釜利谷高校　④川
崎フロンターレ

監督
反町  康治
（そりまち��やすはる）　男
①昭和39年3月8日（42歳）
②静岡県　③清水東高校→慶
應義塾大学　④㈶日本サッカ
ー協会　⑥サッカーＳ級コー
チ

コーチ
井原  正巳
（いはら��まさみ）　男
①昭和42年9月18日（38歳）
②滋賀県　③守山高校→筑波
大学　④㈶日本サッカー協会���
⑥サッカーＳ級コーチ

コーチ
川俣  則幸
（かわまた��のりゆき）　男
①昭和42年5月9日（39歳）
②栃木県　③川越高校→筑波
大学→筑波大学大学院　④㈶
日本サッカー協会���⑥サッカ
ーＳ級コーチ

コーチ
矢野  由治
（やの��よしはる）　男
①昭和44年5月18日（37歳）
②長崎県　③長崎南高校→早
稲田大学→早稲田大学大学院���
④㈶日本サッカー協会／FC東
京　⑥サッカーコーチ、アス
レティックトレーナー
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サッカー【男子】
FOOTBALL (Men)

サ
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【
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選手
田中  輝和
（たなか��てるかず）　男
①昭和60年7月14日（21歳）
②大阪府　③茨木市立北陵中
学校→四日市中央工業高校　
④大宮アルディージャ

選手
水本  裕貴
（みずもと��ひろき）　男
①昭和60年9月12日（21歳）
②三重県　③御薗中学校→梅
村学園三重高校　④ジェフユ
ナイテッド市原・千葉

選手
青山  敏弘
（あおやま��としひろ）　男
①昭和61年2月22日（20歳）
②岡山県　③連島中学校→作
陽高校　④サンフレッチェ広
島

選手
細貝  萌
（ほそがい��はじめ）　男
①昭和61年6月10日（20歳）
②群馬県　③前橋第七中学校
→前橋育英高校　④浦和レッ
ドダイヤモンズ

選手
家長  昭博
（いえなが��あきひろ）　男
①昭和61年6月13日（20歳）
②京都府　③京都府長岡第四
中学校→向陽台高校　④ガン
バ大阪

選手
本田  圭佑
（ほんだ��けいすけ）　男
①昭和61年6月13日（20歳）
②大阪府　③摂津第四中学校
→星稜高校　④名古屋グラン
パスエイト

選手
青山  直晃
（あおやま��なおあき）　男
①昭和61年7月18日（20歳）
②愛知県　③丹陽中学校→前
橋育英高校　④清水エスパル
ス

選手
髙萩  洋次郎
（たかはぎ��ようじろう）　男
①昭和61年8月2日（20歳）
②福島県　③吉田中学校→吉
田高校　④愛媛FC

選手
山本  脩斗
（やまもと��しゅうと）　男
①昭和60年6月1日（21歳）
②岩手県　③北松園中学校→
盛岡商業高校→早稲田大学（3
年）　④早稲田大学

選手
萬代  宏樹
（ばんだい��ひろき）　男
①昭和61年2月19日（20歳）
②宮城県　③二本松第一中学
校→福島東高校　④ベガルタ
仙台

選手
前田  俊介
（まえだ��しゅんすけ）　男
①昭和61年6月9日（20歳）
②奈良県　③吉田中学校→吉
田高校　④サンフレッチェ広
島

選手
辻尾  真二
（つじお��しんじ）　男
①昭和60年12月23日（20歳）
②大阪府　③堺市立庭代台中
学校→初芝橋本高校→中央大
学（3年）　④中央大学
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サッカー【女子】
FOOTBALL (Women)

サ
ッ
カ
ー
【
女
子
】

選手
山郷  のぞみ
（やまごう��のぞみ）　女
①昭和50年1月16日（31歳）
②埼玉県　③大谷中学校→本
庄第一高校　④浦和レッズレ
ディース

選手
福元  美穂
（ふくもと��みほ）　女
①昭和58年10月2日（23歳）
②鹿児島県　③山川中学校→
神村学園　④岡山湯郷Belle

選手
矢野  喬子
（やの��きょうこ）　女
①昭和59年6月3日（22歳）
②神奈川県　③大道中学校→
湘南学院高校→神奈川大学（4
年）　④神奈川大学

選手
須藤  安紀子
（すどう��あきこ）　女
①昭和59年4月7日（22歳）
②東京都　③国分寺市立第二
中学校→府中東高校→日本女
子体育大学（4年）　④日テレ・
ベレーザ

選手
岩清水  梓
（いわしみず��あずさ）　女
①昭和61年10月14日（20歳）
②岩手県　③大野南中学校→
弥栄西高校→日本女子体育大
学（2年）　④日テレ・ベレー
ザ

選手
安藤  梢
（あんどう��こずえ）　女
①昭和57年7月9日（24歳）
②栃木県　③宇都宮市立陽北
中学校→宇都宮女子高校→筑
波大学→筑波大学大学院（2
年）　④浦和レッズレディース

選手
下小鶴  綾
（しもこづる��あや）　女
①昭和57年6月7日（24歳）
②鹿児島県　③長岡第三中学
校→西乙訓高校→関西大学　
④TASAKIペルーレFC

選手
磯﨑 浩美
（いそざき��ひろみ）　女
①昭和50年12月22日（30歳）
②埼玉県　③上里中学校→本
庄第一高校　④TASAKIペル
ーレFC

監督
大橋  浩司
（おおはし��ひろし）　男
①昭和34年10月27日（47歳）
②三重県　③名張桔梗が丘→
大阪体育大学　④㈶日本サッ
カー協会　⑥サッカーＳ級コ
ーチ

コーチ
佐々木  則夫
（ささき��のりお）　男
①昭和33年5月24日（48歳）
②山形県　③帝京高校→明治
大学　④㈶日本サッカー協会���
⑥サッカーＳ級コーチ

ドクター
山藤  賢
（さんどう��まさる）　男
①昭和47年9月14日（34歳）
②東京都　③暁星高校→昭和
大学　④昭和大学病院　⑥ス
ポーツドクター

トレーナー
安達  淳子
（あだち��あつこ）　女
①昭和40年4月5日（41歳）
②神奈川県　③上尾沼南高校
→東京医療専門学校　④J.�M.�
トレーナー　⑥アスレティッ
クトレーナー
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サッカー【女子】
FOOTBALL (Women)

サ
ッ
カ
ー
【
女
子
】

選手
澤  穂希
（さわ��ほまれ）　女
①昭和53年9月6日（28歳）
②東京都　③府中市立第五中
学校→南野高校　④日テレ・
ベレーザ

選手
宮間  あや
（みやま��あや）　女
①昭和60年1月28日（21歳）
②千葉県　③白里中学校→幕
張総合高校　④岡山湯郷ベル
Belle

選手
阪口  夢穂
（さかぐち��みずほ）　女
①昭和62年10月15日（19歳）
②大阪府　③五箇荘中学校→
東百舌鳥高校　④TASAKIペ
ルーレFC

選手
柳田  美幸
（やなぎた��みゆき）　女
①昭和56年4月11日（25歳）
②東京都　③萩園中学校→茅
ヶ崎高校　④浦和レッズレデ
ィース

選手
酒井  與惠
（さかい��ともえ）　女
①昭和53年5月27日（28歳）
②東京都　③東村山市立東村
山第二中学校→武蔵野北高校
→東京女子体育大学　④日テ
レ・ベレーザ

選手
中岡  麻衣子
（なかおか��まいこ）　女
①昭和60年2月15日（21歳）
②兵庫県　③六瀬中学校→本
庄第一高校　④TASAKIペル
ーレFC

選手
永里  優季
（ながさと��ゆうき）　女
①昭和62年7月15日（19歳）
②東京都　③萩野中学校→厚
木東高校→東海大学（1年）　
④日テレ・ベレーザ

選手
荒川  恵理子
（あらかわ��えりこ）　女
①昭和54年10月30日（27歳）
②東京都　③豊玉中学校→文
華女子高校　④日テレ・ベレ
ーザ

選手
大野  忍
（おおの��しのぶ）　女
①昭和59年1月23日（22歳）
②神奈川県　③座間東中学校
→栗原高校　④日テレ・ベレ
ーザ

選手
大谷  未央
（おおたに��みお）　女
①昭和54年5月5日（27歳）
②滋賀県　③信楽中学校→啓
明女学院高校　④TASAKIペ
ルーレFC




