
【スタッフ】

氏名

小井土　正亮

【1本目】 【2本目】

黄1 GK 佐藤　久弥 順天堂大学 3 黄1 GK 佐藤　久弥 順天堂大学 3

えんじ2 DF 三國　スティビアエブス 順天堂大学 3 えんじ2 DF 三國　スティビアエブス 順天堂大学 3

えんじ3 DF 杉山　耕二 早稲田大学 3 えんじ3 DF 杉山　耕二 早稲田大学 3

えんじ4 DF 伊藤　敦樹 流通経済大学3 えんじ4 DF 伊藤　敦樹 流通経済大学 3

えんじ5 DF 野本　幸太 東洋大学 3 えんじ5 DF 野本　幸太 東洋大学 3

えんじ6 MF 菊地　泰智 流通経済大学2 えんじ6 MF 菊地　泰智 流通経済大学 2

えんじ7 MF 安居　海渡 流通経済大学2 えんじ7 MF 安居　海渡 流通経済大学 2

えんじ8 MF 北　龍磨 関東学院大学3 えんじ8 MF 北　龍磨 関東学院大学 3

えんじ9 MF 橋本　健人 慶應義塾大学2 えんじ10 FW 大谷　京平 順天堂大学 3

えんじ11 FW 大森　真吾 順天堂大学 1 えんじ11 FW 大森　真吾 順天堂大学 1

えんじ13 FW 飛鷹　啓介 日本体育大学3 えんじ13 FW 飛鷹　啓介 日本体育大学 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

筑波大学

所属

監督▼1本目 （30分） vsチームC(白)

0 ― 1 【得点】なし

▼2本目 （30分） vsチームB(緑)

1 ― 0 【得点】2分 ⑪大森



【スタッフ】

氏名

川津　博一

【1本目】 【2本目】

黄12 GK 東島　大成 産業能率大学3 黄12 GK 東島　大成 産業能率大学 3

緑2 DF 坂本　涼斗 東洋大学 3 緑2 DF 坂本　涼斗 東洋大学 3

緑3 DF アピアタウィア　久 流通経済大学3 緑3 DF アピアタウィア　久 流通経済大学 3

緑4 DF 遠藤　光 専修大学 1 緑4 DF 遠藤　光 専修大学 1

緑5 DF 佐々木　旭 流通経済大学2 緑5 DF 佐々木　旭 流通経済大学 2

緑6 MF 松岡　大智 国士舘大学 3 緑6 MF 松岡　大智 国士舘大学 3

緑7 MF 鍬先　祐弥 早稲田大学 3 緑7 MF 鍬先　祐弥 早稲田大学 3

緑9 MF 寺山　翼 順天堂大学 1 緑9 MF 寺山　翼 順天堂大学 1

緑10 MF 満田　誠 流通経済大学2 緑10 MF 満田　誠 流通経済大学 2

緑11 FW 大竹　将吾 青山学院大学2 緑11 FW 大竹　将吾 青山学院大学 2

緑13 FW 塩浜　遼 順天堂大学 1 緑13 FW 塩浜　遼 順天堂大学 1

※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C(白)

1 ― 2 【得点】18分 ⑪大竹

▼2本目 （30分） vsチームA(えんじ)

0 ― 1 【得点】なし



【スタッフ】

氏名

齋藤　茂

【1本目】 【2本目】

オレンジ1 GK 三文字　瑠衣 新潟医療福祉大学 1 オレンジ1 GK 三文字　瑠衣 新潟医療福祉大学 1

白2 DF 小園　悠馬 金沢星稜大学 3 白2 DF 小園　悠馬 金沢星稜大学 3

白3 DF 河野　隼平 金沢星稜大学 3 白3 DF 河野　隼平 金沢星稜大学 3

白4 DF 竹林　晃輝 北陸大学 3 白4 DF 竹林　晃輝 北陸大学 3

白7 DF 二階堂　正哉 新潟医療福祉大学 1 白7 DF 二階堂　正哉 新潟医療福祉大学 1

白8 MF 矢島　芽吹 北陸大学 3 白8 MF 矢島　芽吹 北陸大学 3

白9 MF 山崎　推智 金沢星稜大学 3 白9 MF 山崎　推智 金沢星稜大学 3

白10 MF シマブク　カズヨシ 新潟医療福祉大学 2 白10 MF シマブク　カズヨシ 新潟医療福祉大学 2

白11 MF 松本　雄真 新潟医療福祉大学 2 白11 MF 松本　雄真 新潟医療福祉大学 2

白15 FW 東出　壮太 北陸大学 3 白15 FW 東出　壮太 北陸大学 3

白16 FW 小森　飛絢 新潟医療福祉大学 1 白16 FW 小森　飛絢 新潟医療福祉大学 1

※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 松本大学▼1本目 （30分） vsチームA(えんじ)

1 ― 0 【得点】30分 ⑧矢島

▼2本目 （30分） vsチームB(緑)

2 ― 1 【得点】 3分 ②小園

10分 ⑩シマブク


