
氏　　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム 所属地域

1 楠本　大成 ｸｽﾓﾄ　ﾀｲｾｲ 八　万 西　南

2 松田 颯太郎 ﾏﾂﾀﾞ　ｿｳﾀﾛｳ 八万南 西　南

3 松井　君弥 ﾏﾂｲ　ｷﾐﾔ USFC 北　部 GK

4 廣永　獅旺 ﾋﾛﾅｶﾞ　ﾚｵ 応　神 北　部

5 志津　正剛 ｼﾂﾞ　ｾｲｺﾞｳ　 USFC 北　部

6 庄野　偉央 ｼｮｳﾉ　ｲｵ USFC 北　部

7 長谷川 幸蔵 ﾊｾｶﾞﾜ　ｺｳｿﾞｳ USFC 北　部

8 山本  　仁 ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾞﾝ 川内北 北　部

9 近藤　将正 ｺﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳｾｲ 田　宮 北　部

10 津川　侑和 ﾂｶﾞﾜ　ﾕｳﾄ 田　宮 北　部

11 高山 椋二朗 ﾀｶﾔﾏ　ﾘｮｳｼﾞﾛｳ 助　任 北　部

12 三輪　澄晴 ﾐﾜ　ｽﾊﾞﾙ USFC 北　部 GK

13 古市　貴志 ﾌﾙｲﾁ　ﾀｶｼ YMCA クラブ GK

14 福田　優翔 ﾌｸﾀ　ﾕｳﾄ リベリモ クラブ

15 杉田　陸斗 ｽｷﾞﾀ　ﾘｸﾄ 鳴門第一 鳴　門

16 谷本　雄紀 ﾀﾆﾓﾄ　ﾕｳｷ 北　島 板　野

17 谷本　晴紀 ﾀﾆﾓﾄ　ﾊﾙｷ 北　島 板　野

18 佐波　昂大 ｻﾜ　ｺｳﾀﾞｲ リベルテ 板　野

19 福本　航生 ﾌｸﾓﾄ　ｺｳｷ 山　川 中西部 GK

20 木村　斗愛 ｷﾑﾗ　ﾄｳｲ ルレイブ 中西部

21 鹿耳　大空 ｶｼﾞ　ｿﾗ エスパーダ 西　部

22 村上　   漣 ﾑﾗｶﾐ　ﾚﾝ 羽ノ浦 南　部 GK

23 長尾　侑璃 ﾅｶﾞｵ　ﾕｳﾘ 上勝・佐那河内 南　部

24 中西　晴彦 ﾅｶﾆｼ　ﾊﾙﾋｺ 小松島たぬき 南　部

25 大和 慎太朗 ﾔﾏﾄ　ｼﾝﾀﾛｳ 小松島たぬき 南　部

26 柴田 航次郎 ｼﾊﾞﾀ　ｺｳｼﾞﾛｳ 南小松島 南　部

27 藤澤 優太朗 ﾌｼﾞｻﾜ　ﾕｳﾀﾛｳ 美　波 南　部

28 宮崎   　愛 ﾐﾔｻﾞｷ　ｱｲ 富　田 西　南 県トレ女子

29 安岡　若葉 ﾔｽｵｶ　ﾜｶﾊﾞ ルレイブ 中西部 県トレ女子

30 滑川   　藍 ﾅﾒﾘｶﾜ　ｱｲ 上勝・佐那河内 南　部 県トレ女子

31 近藤　   礼 ｺﾝﾄﾞｳ　ｱﾔ ソシオス 南　部 県トレ女子
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平成27年4月11日･5月6日　吉野川市総合スポーツ運動場　

平成27年度　徳島県トレセンU-10選手



氏　　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム 所属地域

1 梅津　優大 ｳﾒｽﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ 佐古 西　南

2 佐藤　伶介 ｻﾄｳ　ﾚｲｽｹ 上八万 西　南

3 河村　壮真 ｶﾜﾑﾗ　ｿｳﾏ 八万 西　南

4 古関　仁平 ｺｾｷ　ｼﾞﾝﾍﾟｲ 川内北 北　部

5 松村　駿佑 ﾏﾂﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ 北井上 北　部

6 矢坂　浩紀 ﾔｻｶ　ﾋﾛｷ 津田黒潮 クラブ

7 中尾　駿介 ﾅｶｵ　ｼｭﾝｽｹ CSP クラブ

8 吉岡　直人 ﾖｼｵｶ　ﾅｵﾄ CSP クラブ

9 川口　壱基 ｶﾜｸﾞﾁ　ｲｯｷ CSP クラブ

10 勝野　愼斗 ｶﾂﾉ　ﾏﾅﾄ 林崎里浦 鳴　門 G K

11 秋月　裕太 ｱｷｽﾞｷ　ﾕｳﾀ 鳴門第一 鳴　門 G K

12 新田　洸成 ﾆｯﾀ　ｺｳｾｲ 林崎里浦 鳴　門

13 山田　凌聖 ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｮｳｾｲ 藍住南 板　野

14 岩本   　来 ｲﾜﾓﾄ　ﾗｲ 藍住南 板　野

15 藤原　優志 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾕｳｼ 北 島 板　野

16 真田　健心 ｻﾅﾀﾞ　ｹﾝｼﾝ 松 茂 板　野

17 野々村 泰成 ﾉﾉﾑﾗ　ﾀｲｾｲ HAYASHI 中西部

18 梶原　登志 ｶｼﾞｳﾗ　ﾄｳｼ Espada 西　部

19 西川　大翔 ﾆｼｶﾜ　ﾋﾛﾄ 美 馬 西　部

20 中川　勇輝 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｷ 美 馬 西　部

21 藤原　芭琉 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾊﾙ 那賀川 南　部 G K

22 湯浅　礼生 ﾕｱｻ　ﾚｵ 羽ノ浦 南　部 G K

23 飯田　紫月 ｲｲﾀﾞ　ｼｽﾞｷ 羽ノ浦 南　部

24 岡本　  陸 ｵｶﾓﾄ　ﾘｸ 小松島たぬき 南　部

25 四宮　滝都 ｼﾉﾐﾔ　ﾀｷﾄ 見能林 南　部

26 外立   　翼 ﾊｼﾀﾞﾃ　ﾂﾊﾞｻ ユイマール 南　部

27 佐々木 優吏 ｻｻｷ　ﾕｳﾘ 石 井 アカデミー

28 廣永　琉樹 ﾋﾛﾅｶﾞ　ﾘｷ 応 神 アカデミー

29 酒井　心優 ｻｶｲ　ﾐﾕ リベリモ クラブ 県トレ女子

30 安藤　法代 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾎﾉｶ 加茂名 西　南 県トレ女子

31 井上　凜花 ｲﾉｳｴ　ﾘﾝｶ 板野ﾌﾟﾘﾏｳﾞｪｰﾗ 女子チーム 県トレ女子
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氏　　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム 所属地域

1 近藤　辰哉 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀﾂﾔ 加茂名 西　南 G K

2 守岡 樹希也 ﾓﾘｵｶ　ｼﾞｭｷﾔ 昭　和 西　南

3 相原　禎汰 ｱｲﾊﾗ　ﾃｲﾀ 八　万 西　南

4 尾崎　海斗 ｵｻﾞｷ　ｶｲﾄ USFC 北　部

5 山本　悠斗 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾄ 川内北 北　部

6 中角　海音 ﾅｶｽﾐ　ｶｲﾘ 田　宮 北　部

7 武田　郁也 ﾀｹﾀﾞ　ﾕｳﾔ 助　任 北　部

8 三原　快嗣 ﾐﾊﾗ　ｶｲｼ 川内北 北　部 G K

9 藤川　修吾 ﾌｼﾞｶﾜ　ｼｭｳｺﾞ CSP クラブ G K

10 佐藤　悠安 ｻﾄｳ　ﾕｱﾝ YMCA クラブ

11 松原　輝空 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｱｷﾗ リベリモ クラブ

12 川村　凌平 ｶﾜﾑﾗ　ﾘｮｳﾍｲ リベリモ クラブ

13 武田　雄大 ﾀｹﾀﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ CSP クラブ

14 中尾　海世 ﾅｶｵ　ｶｲｾｲ CSP クラブ

15 香川　幹弥 ｶｶﾞﾜ　ﾐｷﾔ CSP クラブ

16 谷   　聖己 ﾀﾆ　ｲﾌﾞｷ 松 茂 板　野

17 金岡 璃温斗 ｶﾅｵｶ　ﾘｵﾄ 北 島 板　野

18 高田　大鳳 ﾀｶﾀ　ﾀｲｵｳ 北 島 板　野

19 藤島　涼介 ﾌｼﾞｼﾏ　ﾘｮｳｽｹ 藍住南 板　野

20 森　   厚達 ﾓﾘ　ｺｳﾀﾂ 上　板 板　野

21 幸田   　哲 ｺｳﾀﾞ　ﾃﾂ HAYASHI 中西部

22 杉本　悠真 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾕｳﾏ 八　幡 中西部

23 大本　智也 ｵｵﾓﾄ　ﾄﾓﾔ Espada 西　部

24 久保　力輝 ｸﾎﾞ　ﾘｷ 小松島たぬき 南　部 G K

25 藤崎　琉依 ﾌｼﾞｻｷ　ﾙｲ 小松島たぬき 南　部

26 松田　悠良 ﾏﾂﾀﾞ　ﾕﾗ 小松島たぬき 南　部

27 小林　洸翔 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛﾄ 松 茂 アカデミー

28 山本 虹太郎 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳﾀﾛｳ 林崎里浦 アカデミー

29 高橋   　雅 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾔﾋﾞ 鳴門ポラリス 女子チーム 県トレ女子

30 志津　七海 ｼｽﾞ　ﾅﾅﾐ USFC 北　部 県トレ女子

31 由良 あいこ ﾕﾗ　ｱｲｺ 田宮ﾋﾞｸﾄﾘｰ 北　部 県トレ女子

32 辻田　詩央 ﾂｼﾞﾀ　ｼｵ 那賀川 南　部 県トレ女子

33 大野　愛瑠 ｵｵﾉ　ｱﾐﾙ 八　幡 中西部 県トレ女子

平成27年度　徳島県トレセンU-12選手

平成27年4月18日・19日･5月6日　吉野川市総合スポーツ運動場　


