
デンソー　フランス・マルセイユキャンプ
全日本大学選抜メンバー

（'07．3．10～3．20）

役職 氏名 フリガナ 英字表記

団長 田中　和久 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｻ TANAKA,Kazuhisa

監督 吉見　章 ﾖｼﾐ  ｱｷﾗ YOSHIMI,Akira

ｺｰﾁ 大平　正軌 ｵｵﾋﾗ  ﾏｻｷ OHIRA,Masaki

GKｺｰﾁ 伊藤　竜一 ｲﾄｳ  ﾘｭｳｲﾁ ITO,Ryuichi

ﾄﾞｸﾀｰ 吉岡　友和 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｶｽﾞ YOSHIOKA,Tomokazu

ﾄﾚｰﾅｰ 髙木　庸介 ﾀｶｷﾞ ﾖｳｽｹ TAKAGI,Yosuke

総務 飯田　義明 ｲｲﾀﾞ  ﾖｼｱｷ IIDA,Yoshiaki

主務 小島　勇介 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ KOJIMA,Yusuke

ポジション 氏名 フリガナ 英字表記 所属 学年 生年月日 身長/体重 前所属チーム

GK（3）
伊藤　拓真 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ ITO,Takuma 【  早稲田大学     】 ２年 1986.08.11 182/80 前橋育英高校

東口　順昭 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ  ﾏｻｱｷ HIGASHIGUCHI,Masaaki 【  福井工業大学 】 ２年 1986.05.12 183/70 洛南高校

西田　信孝 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ NISHIDA,Nobutaka 【  福岡大学        】 ３年 1986.03.13 184/75 専修大学玉名高校

DF（6）
長友　佑都 ﾅｶﾞﾄﾓ  ﾕｳﾄ NAGATOMO,Yuto 【　明治大学　　　　】 ２年 1986.09.12 170/67 東福岡高校

鎌田　次郎 ｶﾏﾀ  ｼﾞﾛｳ KAMATA,Jiro 【  流通経済大学  】 ３年 1985.07.28 178/69 FC東京U-18

飯田　真輝 ｲｲﾀﾞ  ﾏｻｷ IIDA,Masaki 【　流通経済大学　】 ３年 1985.09.15 185/80 流通経済大学付属柏高校

野村　博司 ﾉﾑﾗ  ﾋﾛｼ NOMURA,Hiroshi 【　関西大学　　　　】 ３年 1985.04.06 172/65 ガンバ大阪Y

石井　秀典 ｲｼｲ  ﾋﾃﾞﾉﾘ ISHI,Hidenori 【　明治大学　　　　】 ３年 1985.09.23 180/70 市立船橋高校

塚本　泰史 ﾂｶﾓﾄ  ﾀｲｼ TSUKAMOTO,Taishi 【　駒澤大学　　　　】 ３年 1985.07.04 178/67 浦和東高校

MF（8）
吉村　修平 ﾖｼﾑﾗ  ｼｭｳﾍｲ YOSHIMURA,Shuhei 【  関西大学         】 ３年 1985.05.08 175/70 サンフレッチェ広島Y

兵藤　慎剛 ﾋｮｳﾄﾞｳ  ｼﾝｺﾞｳ HYODO,Shingo 【  早稲田大学     】 ３年 1985.07.29 171/65 国見高校

菊地　光将 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ KIKUCHI,Kosuke 【　駒澤大学　      】 ３年 1985.12.16 181/73 浦和東高校

武井　択也 ﾀｹｲ ﾀｸﾔ TAKEI,Takuya 【　流通経済大学 】 ３年 1986.01.25 179/70 國學院栃木高校

鈴木　修人 ｽｽﾞｷ  ｼｭｳﾄ SUZUKI,Shuto 【  早稲田大学     】 ３年 1985.08.31 171/67 市立船橋高校

奥山　泰裕 ｵｸﾔﾏ  ﾔｽﾋﾛ OKUYAMA,Yasuhiro 【　東北学院大学 】 ３年 1985.11.21 168/63 塩釜FC

西谷　良介 ﾆｼﾀﾆ  ﾘｮｳｽｹ NISHITANI,Ryosuke 【　大阪体育大学 】 ３年 1986.01.31 170/65 初芝橋本高校

小泉　訓 ｺｲｽﾞﾐ  ｻﾄｼ KOIZUMI,Satoshi 【　鹿屋体育大学 】 ３年 1985.06.09 175/70 前橋育英高校

FW（5）
古部　健太 ﾌﾙﾍﾞ  ｹﾝﾀ HURUBE,Kenta 【　立命館大学　　】 ３年 1985.11.30 180/72 宝塚高校

辻尾　真二 ﾂｼﾞｵ  ｼﾝｼﾞ TSUJIO,Shinji 【　中央大学　　　 】 ３年 1985.12.23 180/73 初芝橋本高校

髙崎　寛之 ﾀｶｻｷ  ﾋﾛﾕｷ TAKASAKI,Hiroyuki 【　駒澤大学　　 　】 ３年 1986.03.17 186/78 古河第三高校

荒田　智之 ｱﾗﾀ  ﾄﾓﾕｷ ARATA,Tomoyuki 【　専修大学　　　 】 ３年 1985.10.03 179/69 清水東高校

西田　剛 ﾆｼﾀﾞ  ｺﾞｳ NISHIDA,Go 【　阪南大学　　　 】 ２年 1986.09.14 176/70 鹿児島城西高校

≪　選手　≫  （22）

所属

【  明治大学                 　    】

【  北海道教育大学函館校  　】

【  流通経済大学          　     】

【  中央学院大学            　   】

【  筑波大学大学院           　 】

【  おざき整形外科クリニック　】

【　専修大学　　　　　　　　　    】

【　東京学芸大学　               】

≪　役員　≫　（8）


