
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック事務担当者 和歌山県 1 和歌山県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 和歌山県 2 和歌山県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 滋賀県 3 和歌山県

4 ブロックユース育成マネージャー 大阪府 4 和歌山県

5 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 大阪府 5 和歌山県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 兵庫県 6 京都府

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 奈良県 7 京都府

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 京都府 8 京都府

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 9 京都府

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 10 京都府

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 11 大阪府

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 12 大阪府

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 13 大阪府

14 ブロックユース育成マネージャー 兵庫県 14 大阪府

15 大阪府

16 兵庫県

17 兵庫県

18 兵庫県

19 兵庫県

20 兵庫県

21 滋賀県

22 滋賀県

23 滋賀県

24 滋賀県

25 滋賀県

26 奈良県

27 奈良県

28 奈良県

29 奈良県

30 奈良県

脇村　直弥 湯浅町立湯浅中学校 初井　友翔 日高川町立日高中学校

増子　昭宏 草津市立高穂中学校 林　綺羅 広川町立耐久中学校

平成28年度U-13近畿ブロックエンデバー　指導スタッフおよび参加選手名簿

氏名 所属 氏名 所属

瀬籐　晶貴 和歌山市立河西中学校 中村　洸輝 和歌山市立有功中学校

飼原　直人 神戸市立本山南中学校 薮田　恵大 与謝野町立江陽中学校

吉川　博樹 王寺町立王寺中学校 半田　西之介 京都市立向島東中学校

国子　裕樹 大阪市立堀江中学校 高尾　奏大 上富田町立上富田中学校

浅井　直将 大阪市立梅香中学校 鶴田　一 和歌山市立河北中学校

小嶋　真洋 紀の川市立貴志川中学校 喜多　玄輝 京都精華学園中学校

廣瀬　励哉 箕面市立第三中学校井上　和久 橋本市立紀見北中学校

山内　雄介 京都市立山科中学校 奥田　晴大 向日市立西ノ岡中学校

宮原　進 和歌山市立城東中学校 大西　一輝 亀岡市立詳徳中学校

星野　翼 堺市立浅香山中学校

德網　大輝 神戸市立太山寺中学校

柳　陽葵 宝塚市立安倉中学校

堀　陽稀 大阪市立我孫子中学校

永川　和希 茨木市立北中学校

松本　玲音 河南町立河南中学校

奈良市立三笠中学校

藤田　太陽 私立東大寺学園中学校

喜多　海斗 加古川市立山手中学校

中野　椋太 姫路市立白鷺中学校

靏田　優斗 西宮市立塩瀬中学校

原田　香菜子 かつらぎ町立妙寺中学校

松本　典久 日高町立日高中学校

山戸　英二 兵庫県立西宮香風高等学校

伊藤　博章 大津市立瀬田北中学校

田中　樹 野洲市立中主中学校

陣野　星希 彦根市立稲枝中学校

安村　裕太朗 甲賀市立水口中学校

野瀬　未来羽 彦根市立彦根中学校

グバレ　龍伴 広陵町立真美ヶ丘中学校

峯山　晃輔 橿原市立八木中学校

丸橋　直矢 平群町立平群中学校

西田　大翔



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 和歌山県 1 和歌山県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 滋賀県 2 和歌山県

3 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 大阪府 3 和歌山県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 兵庫県 4 和歌山県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 奈良県 5 和歌山県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 京都府 6 京都府

7 ブロック事務担当者 和歌山県 7 京都府

8 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 8 京都府

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 9 京都府

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 10 京都府

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 11 大阪府

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 和歌山県 12 大阪府

13 大阪府

14 大阪府

15 大阪府

16 兵庫県

17 兵庫県

18 兵庫県

19 兵庫県

20 兵庫県

21 滋賀県

22 滋賀県

23 滋賀県

24 滋賀県

25 滋賀県

26 奈良県

27 奈良県

28 奈良県

29 奈良県

30 奈良県

須佐美　潔 吹田市立西山田中学校 岡田　優歩 和歌山市立西脇中学校

片上　健太郎 宝塚市立長尾中学校 木村　麻甫 和歌山市立紀之川中学校

土井　崇誠 和歌山市立有功中学校 勝丸　優希 有田川町立吉備中学校

橋本　孝宏 守山市立守山中学校 泉　京依 和歌山市立西浜中学校

小上　公太郎 岩出立岩出第二中学校 辻本　華恋 京都市立蜂ヶ岡中学校

髙島　正和 天理市立北中学校 中平　陽菜 田辺市高雄中学校

林　映希 舞鶴市立城南中学校 瀬川　心暖 京都精華学園中学校

政木　恵理香 平群町立平群中学校

石田　宝 尼崎市立中央中学校

待鳥　七海 奈良市立春日中学校

竹原　美有 郡山市立郡山南中学校

大原　元歌 甲賀市立甲賀中学校

西川　美夢 長浜市立西中学校

駒谷　みつき 私立天理中学校

河井　七美 香芝市立香芝中学校

久保　美咲 西宮市立西宮浜中学校

廣渡　杏奈 芦屋市立潮見中学校

松木　りん 尼崎市立中央中学校

明貝　和音 田尻町立田尻中学校

宮城　楽子 樟蔭中学校

高橋　楓 西宮市立西宮浜中学校

前田　心咲 高石市立取石中学校藤田　絢子 和歌山市立有功中学校

高田　修 田辺市立龍神中学校 辻畑　有咲 大阪薫英女学院中学校

古久保　隆也 橋本市立橋本中央中学校 北脇　永菜 向日市立勝山中学校

宮村　悠 岩出市立岩出中学校 山口　藍梨 京都光華女子中学校

松田　剛志 紀の川市立荒川中学校 船着　彩夏 京都市立西ノ京中学校

嶋田　陽彩 甲賀市立水口中学校

菊森　いつみ 甲賀市立甲賀中学校

吉沢　楓彩 日野町立日野中学校

髙木　日菜子 大阪薫英女学院中学校
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