
№ 所　　属 氏　　名 備考 № 所　　属 氏　　名 備考

1 明野東 黒田　康平 41 別保 祓川　凌平

2 鴛野 首藤　大地 42 別保 金丸　将和 GK

3 鴛野 米津　大貴 43 北郡 大本　兼葵

4 賀来 西尾　太生 44 三佐 芝関　大地

5 賀来 池辺　大悟 45 明治 藤田　 翔平

6 春日 木村　匠 46 明治 姫野 　弘樹

7 春日 岡部　亨雅 47 明治 豊田 　龍之介 GK

8 春日 清水　隼佑 48 明治北 濱崎　陸

9 春日 吉良　昌一郎 49 明治北 荒金　浩樹

10 春日 川越　竜馬 50 桃園 橋迫　尚輝

11 金池長浜 青山　雄嗣 51 湯布院 角野　鉱平

12 金池長浜 後藤　慎冶 52 湯布院 真崎　翔大

13 キングス 岩田　康喗 53 由布川 奈須　貴人

14 敷戸 中尾　洸太 54 横瀬 加来　拓海

15 スマイス大分 田北　将吾 55 横瀬 島田　亮平 GK

16 滝尾下郡 伊波　良太 56 吉野 塩手　健斗

17 トリニータ 大嶋　一郎 57 吉野 但馬　匠

18 トリニータ 高橋　翼 58 吉野 鳥居　祐太

19 トリニータ 黒田　龍太郎 59 吉野 首藤　龍斗 GK

20 トリニータ 姫野　宥弥 60 湯布院 福田　大樹 一次免除

21 トリニータ 吉住　元気 61 湯布院 豊満　仁 GK 一次免除

22 トリニータ 甲斐　慎也 62 吉野 首藤　天樹 一次免除

23 トリニータ 五十川　晃一 63 金池N 仲野　雄登 一次免除

24 トリニータ 宮崎　巧馬 64 春日 渡辺　容平 GK 一次免除

25 トリニータ 松山　大成 GK 65 ｶﾃｨｵｰﾗ 竹中　健悟 GK 一次免除

26 中島 中野　公太 66 戸次 高野　駿之介 一次免除

27 中島 吉村　純平 GK 67 戸次 岩本　竜乃輔 一次免除

28 狭間 甲斐　宏志 GK 68 戸次 安藤　侑弥 一次免除

29 判田 足立　航平 69 城南 池添　将大 一次免除

30 判田 石川　芳成 GK

31 日岡 大野　皓平 1 明野北 島村　恭平 欠席

32 ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞ 赤木　大星 2 明野東 片野　直弥 欠席

33 ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞ 亀井　康平 3 賀来 高倉　拓紀 欠席

34 ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞ 瀧本　航平 4 金池N 佐藤　匠 GK 欠席

35 ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞ 寺川　航平 5 別保 住田　光一郎 欠席

36 戸次 橋口　康平 6 別保 吉田　将志 欠席

37 戸次 安藤　康平 7 稙田 財津　拓 GK 欠席

38 戸次 甲斐　伊織 8 中島 安部　航 欠席

39 戸次 工藤　遼太郎 9 ライズ 松井　朋巳 欠席

40 別保 早田　洋介

① 明野北 宇野　能功 決定

② ｶﾃｨｵｰﾗU-12 阿部　良季 決定

③ ｶﾃｨｵｰﾗU-12 本田　兼也 決定

④ ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞ 園田　恭巳 決定

⑤ ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞ 山口　啓太 決定

⑥ トリニータ 城野　真輝 決定

⑦ トリニータ 岩見　直也 決定

⑧ トリニータ 佐藤　昂洋 決定

⑨ 吉野 阿武　直志 決定

⑩ 南大分 戸高　裕登 決定

⑪ ｶﾃｨｵｰﾗU-12 岩武　克弥 決定

⑫ 敷戸 吉弘　周平 決定

※以上１２名は、大分県トレセン（大分市トレセン）決定選手です。

※以上６８名は、二次試験を実施します。（欠席者は怪我・インフルエンザ等）

２００９年　新中１　大分市トレセン一次試験合格者

大 分 市 サ ッ カ ー 協 会
技術委員長　　山本 一広

※欠席者９名は、受付前に一次試験を実施します。（１７時３０分集合）


