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技 術 委 員 長 松本 直也

技術委員長代行 須佐 徹太郎

関西ステップアップリーグ 2012 について

（関西学生選抜 A vs 関西学生選抜 Bメンバーについて）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当連盟の活動に対し、ご理解ご協力を

賜わり、厚くお礼申し上げます。

さて、標題の件につきまして、メンバーが決まりましたのでご案内いたします。

試合詳細は下記の通りですので、関西学生選抜チームのご取材方ぜひご来場いただき、報道関係の   

みなさまには少しでもお取り上げいただければ幸いです。

また、本試合は現在開催中の第 36 回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントの決勝戦前座試合

として実施いたします。

今後とも当連盟に対しますご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

◆試合日程◆

       【関西学生選抜 A vs 関西学生選抜 B】

       日 時：2012 年 7 月 16 日（月）15：00 キックオフ

会 場：大阪長居スタジアム

※第 36 回 総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント決勝戦の前座として実施

      

※本試合は関西学生選抜のホームゲームになります。ご取材の場合は関西学生サッカー連盟へご連絡を  

お願いいたします。

◆メンバー◆

◇関西学生選抜 A チーム スタッフ◇

監 督：島岡 健太（関西大学）

        コーチ：成山 一郎（関西学院大学）

        コーチ：櫛引 実（大阪産業大学）

◇関西学生選抜 B チーム スタッフ◇

   監 督：廣田 景一（神戸国際大学）

   コーチ：富永 康博（大阪学院大学）

※召集選手は別紙をご覧ください。

以上

◆関西ステップアップリーグの日程や結果は当連盟サイトの下記ＵＲＬからご確認出来ます。

  http://www.jufa-kansai.jp/select2/outline.html

  結果や記録もＨＰでの公表が主となりますのでご活用ください。

Ｊクラブも結果等の公表は基本的にホームページ上で行っております。

送信枚数は本紙を含めて 4 枚



大学名 選手名 ポジション 学年 身長 体重 出身チーム

桃山大 圍 謙太朗 GK 3 188 83 大津高

金谷　和幸 GK 3 185 81 ガンバ大阪ユース

保井　隆志 MF 4 172 63 大阪桐蔭高

小椋　剛 DF 3 181 76 川崎フロンターレユース

稲森　睦 MF 4 172 64 四日市中央工業高

安藤　大介 FW 4 163 60 静岡学園高

奥田　勇太 FW 3 177 68 ジェフ千葉U-18

木村　一貴 FW 3 183 75 ヴィッセル神戸ユース

関学大 加藤　龍平 MF 4 171 72 ジェフ千葉U-18

田上　勇輝 MF 4 174 66 開志学園JSC

濱上　孝次 DF 4 180 73 清明学院高

清水　良平 MF 4 175 70 大阪桐蔭高

江口　直生 MF 3 170 62 大阪桐蔭高

松田　陸 DF 3 172 67 立正大淞南高

松田　力 FW 3 175 68 立正大淞南高

立命大 垣根　拓也 　MF　 3 173 71 京都サンガＦ.Ｃ.U-18

大院大 柿木　亮介 　MF　 3 168 64 成立学園高

神国大 中谷　柾名 　MF　 4 174 63 神戸国際大附属高

びわこ大

　　■7月16日（月・祝）　15:00 Kick off 関西学生選抜A.ｖｓ関西学生選抜B　会場：大阪長居スタジアム

関西ステップアップリーグ2012　関西学生選抜Aチームメンバー

　　■スタッフ　監督：島岡　健太（関西大学）　コーチ：成山　一郎（関西学院大） コーチ：櫛引　実(大阪産業大学)

関西大

大体大

大産大



大学名 選手名 ポジション 学年 身長 体重 出身チーム

寺田　舜司 MF 2 166 58 セレッソ大阪U-18

中西　倫也 FW 2 182 68 静岡学園高

西浦　翔 GK 2 180 72 セレッソ大阪U-18

免田　朋己 DF 1 179 68 ヴィッセル神戸ユース

清水　大輔 DF 2 180 71 センアーノ神戸ユース

 倉橋　勝也 GK 2 175 75 金光大阪高

和田　篤紀 MF 2 178 68 ヴィッセル神戸ユース

内田　恭兵 DF 2 171 63 ジュビロ磐田ユース

秋山　一輝 MF 1 170 65 静岡学園高

篠原　宏仁 MF 1 172 67 柏レイソルU-18

関学大 福森　直也 DF 2 182 73 金光大阪高

立命大 谷口　智紀 　MF　 2 184 65 滝川第二高

大体大 澤上　竜二 FW 1 181 75 飛龍高

望月　聖矢 　MF　 2 172 64 ガンバ大阪ユース

脇　裕基 FW 2 181 72 大阪学院大学高

京産大 岩本　泰士 DF 1 181 77 洛北高

大産大 岡山　和輝 MF 1 161 55 福知山成美高

関西大

大院大

　　■7月16日（月・祝）　15:00 Kick off 関西学生選抜A.ｖｓ関西学生選抜B　会場：大阪長居スタジアム

関西ステップアップリーグ2012　関西学生選抜Bチームメンバー

　　■スタッフ　監督：廣田　景一（神戸国際大学）　コーチ：富永　康博（大阪学院大学）

桃山大

同大

近畿大



（ペン取材かカメラ取材どちらかに○をつけて下さい。両方でも可）

（ペン取材かカメラ取材どちらかに○をつけて下さい。両方でも可）

（ペン取材かカメラ取材どちらかに○をつけて下さい。両方でも可）

（ペン取材かカメラ取材どちらかに○をつけて下さい。両方でも可）

≪申請用紙提出先及び、問い合わせ先≫

ＴＥＬ：０６－６２６８－６４００　
ＦＡＸ：０６－６２６８－６４０１

〒５４１－００５９　　大阪市中央区博労町1丁目4-10　博労町エステートビル601

携帯電話番号氏名

連絡先

メールアドレス

ペン取材　　・　　カメラ取材

部署

携帯電話番号

※当連盟主催・主管大会の取材については、事前もしくは試合当日の取材申請が必要になります。
　　取材要項に従い、事前に関西学生サッカー連盟までご連絡ください。
　　当日申請されます場合は、試合会場で記載の上、来場時に受付に提出してください。

ペン取材　　・　　カメラ取材

氏名 部署

フリガナ

主たる取材者名

2012年度取材申請書（事前申請用）
申請日　2012年　　　　月　　　　日　　

住所

携帯電話番号

※申請は年間を通して一度で結構です。2012年度の申請書は2013年3月末までの有効となります。
　 一度申請された会社の関係者の方々は、ご来場された場合はその旨を受付までお申し出ください。

取材目的および、
露出予定メディア内容等

■上記以外の同所属取材者

関西学生サッカー連盟

ペン取材　　・　　カメラ取材

氏名 部署 携帯電話番号

関西学生サッカー連盟主催・主管大会

フリガナ

会社名・団体名

ペン取材　　・　　カメラ取材


