
【スタッフ】

氏名

長山　一也

【1本目】 【2本目】

黄1 GK 山内　康太 日本大学 2 黄1 GK 山内　康太 日本大学 2

えんじ3 DF 荒木　遼太 中央大学 1 えんじ3 DF 荒木　遼太 中央大学 1

えんじ4 DF 蓑田　広大 法政大学 2 えんじ4 DF 蓑田　広大 法政大学 2

えんじ5 DF 遠藤　凌 桐蔭横浜大学3 えんじ5 DF 遠藤　凌 桐蔭横浜大学 3

えんじ6 DF 今掛　航貴 中央大学 3 えんじ6 DF 今掛　航貴 中央大学 3

えんじ7 MF 荒木　駿太 駒澤大学 2 えんじ2 MF 常本　佳吾 明治大学 3

えんじ8 MF 梅村　豪 立正大学 3 えんじ7 MF 荒木　駿太 駒澤大学 2

えんじ9 MF 知久　航介 筑波大学 3 えんじ8 MF 梅村　豪 立正大学 3

えんじ10 MF 長谷川　元希 法政大学 3 えんじ9 MF 知久　航介 筑波大学 3

えんじ11 FW 佐藤　大樹 法政大学 2 えんじ11 FW 佐藤　大樹 法政大学 2

えんじ13 FW 松本　幹太 桐蔭横浜大学3 えんじ13 FW 松本　幹太 桐蔭横浜大学 3

※背番号はトレーニングマッチ用のものです

『関東・北信越大学選抜選考会』チームA

トレーニングマッチ結果

役職

法政大学

所属

監督▼1本目 （30分） vsチームB(緑)

0 ― 2 【得点】なし

▼2本目 （30分） vsチームC(白)

2 ― 1 【得点】20分 ③荒木(遼)

22分 ⑦荒木(駿)



【スタッフ】

氏名

川津　博一

【1本目】 【2本目】

黄12 GK 早坂　勇希 桐蔭横浜大学2 黄12 GK 早坂　勇希 桐蔭横浜大学 2

緑2 DF 関口　正大 法政大学 3 緑2 DF 関口　正大 法政大学 3

緑3 DF 深澤　大輝 中央大学 3 緑3 DF 深澤　大輝 中央大学 3

緑4 DF 佐藤　瑶大 明治大学 3 緑4 DF 佐藤　瑶大 明治大学 3

緑5 DF 岩下　航 桐蔭横浜大学3 緑5 DF 岩下　航 桐蔭横浜大学 3

緑6 MF 鈴木　康孝 立正大学 3 緑6 MF 鈴木　康孝 立正大学 3

緑7 MF 奥村　晃司 拓殖大学 3 緑7 MF 奥村　晃司 拓殖大学 3

緑8 MF 岩本　翔 筑波大学 1 緑8 MF 岩本　翔 筑波大学 1

緑9 MF 平松　昇 立正大学 3 緑9 MF 平松　昇 立正大学 3

緑10 FW 篠原　友哉 桐蔭横浜大学2 緑10 FW 篠原　友哉 桐蔭横浜大学 2

緑11 FW 森本　ヒマン 駒澤大学 3 緑11 FW 森本　ヒマン 駒澤大学 3

※背番号はトレーニングマッチ用のものです

『関東・北信越大学選抜選考会』チームB

トレーニングマッチ結果

役職 所属

監督 日本大学▼1本目 （30分） vsチームA(えんじ)

2 ― 0 【得点】7分 ⑨平松

8分 ⑪森本

▼2本目 （30分） vsチームC(白)

1 ― 0 【得点】8分 ⑩篠原



【スタッフ】

氏名

青木　智也

【1本目】 【2本目】

オレンジ1 GK 坪井　湧也 中央大学 2 オレンジ1 GK 坪井　湧也 中央大学 2

白2 DF 浅野　嵩人 桐蔭横浜大学3 白2 DF 浅野　嵩人 桐蔭横浜大学 3

白4 DF 蓮川　壮大 明治大学 3 白4 DF 蓮川　壮大 明治大学 3

白6 DF 森岡　陸 法政大学 3 白6 DF 森岡　陸 法政大学 3

白7 DF 須貝　英大 明治大学 3 白7 DF 須貝　英大 明治大学 3

白8 MF 大久保　智明 中央大学 3 白8 MF 大久保　智明 中央大学 3

白9 MF 神垣　陸 桐蔭横浜大学3 白9 MF 神垣　陸 桐蔭横浜大学 3

白10 MF 渡邊　陽 筑波大学 3 白10 MF 渡邊　陽 筑波大学 3

白13 MF 田中　和樹 法政大学 2 白13 MF 田中　和樹 法政大学 2

白14 FW 佐藤　凌我 明治大学 3 白14 FW 佐藤　凌我 明治大学 3

白15 FW 平山　駿 法政大学 3 白15 FW 平山　駿 法政大学 3

※背番号はトレーニングマッチ用のものです

『関東・北信越大学選抜選考会』チームC

トレーニングマッチ結果

役職 所属

監督 拓殖大学▼1本目 （30分） vsチームA(えんじ)

1 ― 2 【得点】9分 ⑭佐藤

▼2本目 （30分） vsチームB(緑)

0 ― 1 【得点】 なし


