
氏　　　名 フリガナ 所属チーム 所属地域 備　　　　　考

1 藤原　一途 フジワラ イット 大松 徳島Ａ

2 西野　暖生 ニシノ ハルキ 大松 徳島Ａ

3 村瀬　祐太 ムラセ ユウタ 大松 徳島Ａ

4 宮村　璃玖 ミヤムラ リク 国府 徳島Ａ

5 楠本　樹里 クスモト ジュリ 八万 徳島Ａ 女子

6 大地   　茜 オオチ アカネ 上八万 徳島Ａ 女子

7 朝比　大虎 アサヒ ダイゴ 助任 徳島Ｂ

8 長村　嶺央 ナガムラ ネオ 田宮 徳島Ｂ

9 宮本　舵基 ミヤモト タイキ ＵＳ 徳島Ｂ

10 山口　真宙 ヤマグチ マヒロ 沖洲 徳島Ｂ

11 安原 隆之介 ヤスハラ リュウノスケ 沖洲 徳島Ｂ

12 岸田  　俊 キシダ シュン ＹＭＣＡ 徳島Ｃ

13 近藤　夕雅 コンドウ ユウガ ＹＭＣＡ 徳島Ｃ

14 大津　一彩 オオツ ヒイロ リベリモ 徳島Ｃ

15 宝崎　憲悟 ホウザキ ケンゴ 鳴門第一 鳴門

16 若林　佑真 ワカバヤシ ユウシン オスト 板野

17 竹内　亮太 タケウチ リョウタ リベルテ 板野

18 吉野　優大 ヨシノ ユウダイ 北島 板野

19 竹内  　惇 タケウチ アツ 板野 板野

20 　　中野　時哉　 ナカノ トキヤ リベルテ 板野

21 加納　尚則 カノウ ヒサノリ リベルテ 板野

22 福田　武玖 フクタ ムク リベルテ 板野

23 原  　蒼汰 ハラ ソウタ 吉野川 中西部 ＧＫ

24 藏本　慈恩 クラモト ジオン 山川 中西部

25 三橋　征真 ミツハシ セイマ 吉野川 中西部

26 大坂  　嵐 オオサカ ラン 吉野川 中西部

27 割石　奏汰 ワリイシ カナタ 吉野川 中西部

28 藤本　晃大 フジモト コウダイ Espada 西部 ＧＫ

29 國安　昇眞 クニヤス ショウマ 加茂 西部

30 鹿耳  　翼 カジ ツバサ Espada 西部

31 上出　啓心 カミデ ケイシン Espada 西部

32 逢坂　翔雅 オオサカ ショウマ Espada 西部

33 浅石　空飛 アサイシ ソラト 小松島たぬき 南部 ＧＫ

34 山田 喜一朗 ヤマダキ イチロウ 長生 南部

35 川原　悠希 カワハラ ハルキ 見能林 南部

36 増井　哲平 マスイ テッペイ 南小松島 南部

37 橋本　悠希 ハシモト ハルキ 富岡 南部

38 山田　眞土 ヤマダ マナト 見能林 南部

39 豊田　悠斗 トヨタ ユウト 応神 徳島Ｂ

40 中田　雄貴 ナカダ ユウキ 応神 徳島Ｂ

41 石田  　翼 イシダ ツバサ 応神 徳島Ｂ

42 杉本 紘士朗 スギモト コウシロウ 沖洲 徳島Ｂ

43 中島　大耀 ナカシマ タイヨウ 川内北 徳島Ｂ ＧＫ

44 清原　夏旺 キヨハラ ナオ 上勝クレイン・佐那河内 南部

45 折坂　佳飛 オリサカ ケイト 応神 徳島Ｂ ＧＫ

46 神戸　恒輝 カンベ コウキ 川内北 徳島Ｂ

47 山田　哲聖 ヤマダ テッセイ ＹＭＣＡ 徳島Ｃ

48 早雲　奏汰 ハヤクモ ソウタ ＹＭＣＡ 徳島Ｃ

49 久保　遼真 クボ ハルマ 北島 板野

50 鎌田    光 カマダ ヒカル 見能林 南部

     平成２９年度徳島県トレセンU-10優秀選手

◇中 央 研 修 大 会 　平成２９年４月７日（土)・８日（日） 吉野川市総合スポーツ運動場　１２８名参加

◇第１回トライアル 　平成２９年９月１０日（日） 徳島市陸上競技場　８７名参加

◇第２回トライアル 　平成２９年１２月１６日（土） 徳島市球技場　７１名参加　　
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