
2022/9/13
【STAFF】

佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ
⼩井⼟ 正亮 ｺｲﾄﾞ ﾏｻｱｷ
島崎 恭平 ｼﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ
池内 誠 ｲｹｳﾁ ﾏｺﾄ

【MEMBER】

No. Pos. ⽣年⽉⽇ 学年 ⼤学名 前所属

1 GK 上林 豪 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 2002/8/18 2 186 cm 78 kg 明治⼤学 C⼤阪U-18

12 GK ヒル 袈依廉 ﾋﾙ ｶｲﾚﾝ 2002/7/9 2 194 cm 86 kg 早稲⽥⼤学 ⿅児島城⻄⾼校

2 DF ⽥⼝ 空我 ﾀｸﾞﾁ ｸｳｶﾞ 2003/9/5 1 173 cm 69 kg 流通経済⼤学 流通経済⼤学付属柏⾼校
3 DF 根本 健太 ﾈﾓﾄ ｹﾝﾀ 2002/12/13 2 184 cm 81 kg 流通経済⼤学 東京学館⾼校
4 DF 熊倉 弘貴 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 2002/5/16 2 174 cm 70 kg ⽇本⼤学 前橋育英⾼校
5 DF 福井 啓太 ﾌｸｲ ｹｲﾀ 2002/5/19 2 177 cm 74 kg 筑波⼤学 ⼤宮U18

15 DF ⼩林 栞太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 2003/8/1 1 175 cm 74 kg 駒澤⼤学 ⿅島Y
16 DF 安藤 寿岐 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 2003/10/14 1 174 cm 72 kg 筑波⼤学 ⿃栖U-18
19 DF 鷲⾒ 星河 ｽﾐ ｾｲｶﾞ 2002/6/11 2 187 cm 80 kg 明治⼤学 名古屋U-18
23 DF 神橋 良汰 ｶﾐﾊｼ ﾘｮｳﾀ 2002/6/16 2 192 cm 85 kg 早稲⽥⼤学 川崎U-18

6 MF 井上 真成 ｲﾉｳｴ ｼﾝｾｲ 2003/4/4 1 169 cm 63 kg 順天堂⼤学 甲府U-18
7 MF 渋⾕ 諒太 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 2003/5/15 1 174 cm 68 kg 流通経済⼤学 流通経済⼤学付属柏⾼校
8 MF ⽵内 崇⼈ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄ 2002/5/29 2 177 cm 74 kg 筑波⼤学 広島Ｙ

10 MF ⼭市 秀翔 ﾔﾏｲﾁ ｼｭｳﾄ 2004/1/20 1 170 cm 64 kg 早稲⽥⼤学 桐光学園⾼校
13 MF ⾓ 昂志郎 ｽﾐ ｺｳｼﾛｳ 2002/8/13 2 165 cm 63 kg 筑波⼤学 FC東京U-18
14 MF ⽥村 蒼⽣ ﾀﾑﾗ ｿｳｷ 2002/4/20 2 165 cm 60 kg 筑波⼤学 柏U-18
17 MF ⻘⽊ 俊輔 ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ 2003/1/8 2 170 cm 67 kg 法政⼤学 東福岡⾼校
20 MF ⽋畑 魁星 ｶｹﾊﾀ ｶｲｾｲ 2002/5/10 2 171 cm 68 kg 駒澤⼤学 盛岡商業⾼校

9 FW ⽥中 禅 ﾀﾅｶ ｾﾞﾝ 2002/10/28 2 185 cm 77 kg 明治⼤学 ⿃栖U-18
11 FW 川畑 優翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 2003/9/9 1 178 cm 71 kg 流通経済⼤学 流通経済⼤学付属柏⾼校
18 FW 中村 草太 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 2002/10/15 2 169 cm 62 kg 明治⼤学 前橋育英⾼校
22 FW 駒沢 直哉 ｺﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 2002/5/17 2 178 cm 72 kg 早稲⽥⼤学 ⾦沢U-18

トレーナー スポーツケア 俺の治療院

⽒名 ⾝⻑ 体重

GKコーチ 桐蔭横浜⼤学 [⼀般財団法⼈関東⼤学サッカー連盟 技術委員]

監督 中央⼤学 [⼀般財団法⼈関東⼤学サッカー連盟 技術委員⻑]
コーチ 筑波⼤学 [⼀般財団法⼈関東⼤学サッカー連盟 技術委員]

 ⼀般財団法⼈関東⼤学サッカー連盟
〒113-0033 東京都⽂京区本郷3-10-15JFAハウス7階

関東⼤学選抜（1,2年⽣）強化試合 メンバーリスト
vs全⽇本⼤学選抜【09.14】

役職 ⽒名 所属


