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２０１８年度　JFAトレセン愛知U-11・U-12刈谷　2次選考会　結果について

　日頃は、トレセンの活動に対し、ご理解ご協力いただきまして誠にありがとうございます。

　さて、認定トレセン2次選考会合格者およびモデル地区トレセン合格者が決定いたしましたので下記にお知らせいたします。

【新U-11】 【新U-12】 【新U-11】 【新U-12】

所属 所属 所属 所属

屋敷 哲平 刈谷SS 平野 颯千 刈谷SS 伊藤 空 刈谷SS 加藤 大地 刈谷SS

濱島 有希 刈谷SS 大鹿 樹 刈谷SS 中石 統也 刈谷SS 辻 敦矢 刈谷SS

浅沼 侑来 刈谷SS 浅井 大毅 富士松FC 渡辺 蒼空 刈谷SS 喜多村 成 刈谷SS

片山 泰智 刈谷SS 前田 柚弥 富士松FC 木村 留尉 刈谷SS 穴井 智陽 刈谷SS

古澤 俊佑 富士松FC 沢畑 完 富士松FC 入口 功基 富士松FC 福永 瑛太 富士松FC

秋庭 陽向 富士松FC 近藤 倫央 富士松FC 栁田 拓海 富士松FC 川尻 悠翔 富士松FC

磯村 翼 富士松FC 岩間 丈一郎 富士松FC 井深 遥仁 富士松FC 近藤 孝哉 富士松FC

加藤 奏宇 81FC刈谷 長屋 良祐 富士松FC 二宮 康太郎 富士松FC 清水 拓真 富士松FC

籠瀬 宇太郎 81FC刈谷 村井 優斗 富士松FC 西田 篤矢 富士松FC 渡邊 孝亮 富士松FC

鈴木 悠生 81FC刈谷 穂積 生一朗 81FC刈谷 鈴木 陽太 81FC刈谷 北川 伴 富士松FC

沓名 慶太 81FC刈谷 宮本 慶吾 81FC刈谷 近藤 恵晟 81FC刈谷 末廣 陽澄 81FC刈谷

河原崎 敦士 81FC刈谷 八木 寛人 81FC刈谷 穴井 烈 81FC刈谷 渡邊 大祐 81FC刈谷

井上 凱晴 81FC刈谷 田中 理琥 81FC刈谷 市原 大輝 刈谷SC 西川 秀 刈谷SC

寺崎 太晟 刈谷SC 西原 優眞 刈谷SC 福浦 颯起 刈谷SC 大賀 春之介 刈谷SC

神谷 凌 刈谷SC 長崎 創太 刈谷SC 中尾 弦樹 刈谷SC 西方 悠眞 刈谷SC

北原 優海 刈谷南FC 吉富 大貴 刈谷SC 本田 咲愛 刈谷SC 太田 泰知 刈谷SC

諸井 力輝 刈谷南FC 幸島 希羅 刈谷SC 村上 隼音 刈谷SC 山田 一磨 刈谷ﾄﾗｳﾞｪｯｿSC

宮田 倖太朗 刈谷南FC 飯塚 大晟 刈谷ﾄﾗｳﾞｪｯｿSC 瀬木 陽成 刈谷SC 河本 歴 刈谷ﾄﾗｳﾞｪｯｿSC

松原 心斗 刈谷南FC 石田 ひなは 刈谷南FC 野中 咲夢 刈谷SC 神谷 光 刈谷ﾄﾗｳﾞｪｯｿSC

柵木 杏介 亀城FC 久米 健太 刈谷南FC 近藤 舞 刈谷ﾄﾗｳﾞｪｯｿSC 都筑 潤弥 刈谷南FC

渡邊 将人 亀城FC 松本 航輝 亀城FC 久野 裕也 刈谷南FC 浅井 徠希 刈谷南FC

前原 樹 ワイヴァンFC 太田 尊琉 ワイヴァンFC 那須 優斗 刈谷南FC 竹中 秋翔 亀城FC

彦坂 一地 ワイヴァンFC 鈴木 大和 ワイヴァンFC 和田 瑛甫 刈谷南FC 荒木 悠羽 亀城FC

佐野 堅飛 ワイヴァンFC 田尻 悠人 ワイヴァンFC 鈴木 一成 亀城FC 成瀬 煌凌 ワイヴァンFC

（24名） （24名） 白男川 鳳真 ワイヴァンFC 加藤 徠真 ワイヴァンFC

浅川 和輝 ワイヴァンFC （25名）

泉渕 寅次郎 ワイヴァンFC

笹田 大治郎 ワイヴァンFC

（28名）

以上
＊厳選なる選考を行っております。結果について問い合わせいただいてもお答えできません。
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