
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
期  日 ２０１６年１０月９日（日） 

会  場 三島市南二日町人工芝グランド・クレーグランド 

主  催 三島市サッカー協会・茅ヶ崎市サッカー協会 

後  援 三島市・三島市教育委員会 



第３７回 茅ヶ崎市・三島市サッカー定期戦 

大 会 要 項 

 

主  催   三島市サッカー協会・茅ヶ崎サッカー協会 

 

主  管   三島市サッカー協会 

 

後  援   三島市・三島市教育委員会 

 

会  場   三島市南二日町人工芝グランド(主会場) 

三島市南二日町クレーグランド(フレンドリーマッチ会場) 

 

期  日   2016年 10月 9日(日) 雨天決行 

 

□試合日程  

 （南二日町人工芝Ｇ）  （南二日町クレーＧ） フレンドリー 

1． 9時 00分 開会式 

2． 9時 30分 第一試合 小学 5年生 (20-5-20) 1． 11時 00分 小学 5年生 

3． 10時25分 第二試合 小学 6年生 (20-5-20) 2． 12時 00分 小学 6年生 

4． 11時20分 第三試合 中学生 (30-5-30) 3． 13時 30分 中学生 

5． 12時50分 第四試合 オールド (30-5-30)    

6． 14時10分 第五試合 一般 (35-5-35)    

7． 15時40分 閉会式 

 

□開会式次第（司会：三島市サッカー協会副会長 ） 

1. 開式のことば  三島市サッカー協会副理事長 下山浩史 

2. 主催者挨拶 三島市サッカー協会会長 植松博志 

3. 来賓挨拶 三島市長 豊岡 武士 様 

 静岡県議会議員 宮沢 正美 様 

4. 茅ヶ崎サッカー協会代表者挨拶 茅ヶ崎サッカー協会会長 関根泰久 

5. 優勝杯返還 茅ヶ崎サッカー協会会長 関根泰久 

6. 競技説明 三島市サッカー協会審判委員長 川村歓亮 

7. 選手宣誓 少年 6年生 三島トレセン 杉山太思 

8. 始球式 三島市長 豊岡 武士様 三島ﾄﾚｾﾝ６年 GK 

□閉会式次第 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 講 評 三島市サッカー協会副会長 植松博志 

2. 優勝杯授与 三島市サッカー協会会長 植松博志 

3. 茅ヶ崎市サッカー協会代表者挨拶 茅ヶ崎サッカー協会理事長 中村武夫 

4. 閉式のことば 三島市サッカー協会理事長 露木知浩 



 三島選抜    茅ヶ崎選抜   

 少年５年生 監督 栗田 広巳  少年５年生 監督 渡邉 

№ 氏 名 位 置 所 属 № 氏 名 位 置 所 属 

1 高木 琉夷 FP 長伏ＳＳＳ 1 小杉   明澄 ＦＰ 鶴嶺 

2 淵脇 光星 GK 長伏ＳＳＳ 2 伊藤 汰成 ＦＰ 小出 

3 石田 翼 FP 北上ＳＣ 3 松田 悠世 ＦＰ 東海岸 

4 野中 紳平 FP 北上ＳＣ 4 渋谷 一翔 ＦＰ 今宿 

5 植松 奏凪 GK 北上ＳＣ 5 阿 部 圭 汰 ＦＰ 浜須賀 

6 高橋 樹 FP 北上ＳＣ 6 田中 洸毅 ＦＰ 小和田 

7 久野 慶次 FP 北上ＳＣ 7 立迫 歩夢 ＦＰ 松林 

8 清水 和真 FP 徳倉ＳＳＳ 8 中嶋 琉七 ＦＰ 今宿 

9 永倉 健翔 GK 徳倉ＳＳＳ 9 高田 湊人 ＦＰ 浜須賀 

10 遠藤 煉士 FP 三島西ＳＳＳ 10 白井 大翔 ＦＰ 浜須賀 

11 田中 隆也 FP 三島西ＳＳＳ 11 栗林 真秀 ＦＰ 松浪 

12 鈴木 陸斗 FP 三島西ＳＳＳ 12 嶋 春登 ＦＰ 小和田 

13 久保田 碧人 FP 三島西ＳＳＳ 13 関根 澪 ＦＰ 東海岸 

14 遠藤 萌矢 FP 三島西ＳＳＳ 14 鈴木 秋太郎 ＦＰ 今宿 

15 栗原 寿弥 FP 向山ＳＳＳ 15 笹原 伸秀 ＦＰ 浜見平 

16 浅沼 志翔 FP 向山ＳＳＳ 16 藤園 海輝 ＦＰ 鶴嶺 

17 毛利 杏士 FP 向山ＳＳＳ 17 原 海里 ＦＰ 小和田 

18 遠藤 波也斗 FP 錦田ＦＣ 18 倉員 颯 ＦＰ 小出 

19 吉田 流唯 GK 錦田ＦＣ 19 武藤 光希 ＦＰ 今宿 

20 櫻井 大樹 FP 錦田ＦＣ 20 東條 歌良 ＦＰ 浜見平 

    21 大江 明輝 ＦＰ 松浪 

    22 青木 俊輔 ＦＰ 50.4  

    23 山中 遊太 ＦＰ 東海岸 

    24 内藤 宙海 ＦＰ 今宿 

    25 伊藤 颯飛 ＦＰ 浜見平 

    26 上松 颯太 ＧＫ 浜須賀 

    27 角田 隆太朗 ＧＫ 松浪 

    28 原 直寛 ＧＫ 東海岸 

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 三島選抜       

 少年６年生 監督 杉山 真一   監督 山口 

№ 氏 名 位 置 所 属 № 氏 名 位 置 所 属 

1 相澤 泰晟 FP 向山ＳＳＳ 1 本田 颯馬 ＦＰ 梅田 

2 加藤 岳人 FP 向山ＳＳＳ 2 田中 颯流 ＦＰ 松浪 

3 杉山 太思 FP 向山ＳＳＳ 3 平原 廉 ＦＰ 梅田 

4 仲田 凛玖 FP 向山ＳＳＳ 4 瀬崎 航太 ＦＰ 鶴嶺 

5 古見 紫夕 FP 向山ＳＳＳ 5 小林 紅日 ＦＰ 松林 

6 永田 英佑 FP 北上ＳＣ 6 大久保 元康 ＦＰ 小和田 

7 荒井 陸玖 FP 北上ＳＣ 7 間渕 幹太 ＦＰ 東海岸 

8 下山 黎 FP 北上ＳＣ 8 三好 渚 ＦＰ 浜須賀 

9 長田 彩果 FP 北上ＳＣ 9 中村 倫 ＦＰ 浜須賀 

10 高間 樹 FP 北上ＳＣ 10 綾部 彪凱  ＦＰ 小出 

11 堀井 敏史 GK 錦田ＦＣ 11 一之瀬 鍬生 ＦＰ 今宿 

12 石村 脩馬 FP 錦田ＦＣ 12 野村 祐暉 ＦＰ 浜須賀 

13 吉田 雄 FP 錦田ＦＣ 13 迫田 大空 ＦＰ 鶴嶺 

14 山本 一晴 FP 錦田ＦＣ 14 後藤 大翔 ＦＰ 浜須賀 

15 北村 晴希 FP 錦田ＦＣ 15 藤本 恭一 ＦＰ 鶴嶺 

16 鈴木 輪太郎 FP 長伏ＳＳＳ 16 広岡 一星 ＦＰ 浜見平 

17 佐藤 皐平 FP 長伏ＳＳＳ 17 大渕 翼 ＦＰ 松林 

18 望月 夏樹 FP 三島東ＳＳＳ 18 三橋 陽斗 ＦＰ 東海岸 

19 梅原 幸大 FP 三島東ＳＳＳ 19 及川 孔陽 ＦＰ 東海岸 

20 小樋 理 GK 三島東ＳＳＳ 20 小川 源生 ＦＰ 浜須賀 

21 曽谷 瞭多 FP 三島東ＳＳＳ 21 金崎 塑也 ＦＰ 小和田 

22 杉山 虹太朗 FP 北上ＳＣ 22 松林 秀登 ＦＰ 梅田 

23 渡邉 輝 FP 北上ＳＣ 23 市村 航太 ＦＰ 鶴嶺 

    24 鈴木 志道 ＦＰ 50.4  

    25 扇田 翔太 ＦＰ 浜見平 

    26 木下 陸 ＦＰ 東海岸 

    27 槙田 海里 ＧＫ 東海岸 

    28 石田 貴誠 ＧＫ 梅田 

    29 橋本 大河 ＧＫ 浜須賀 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 三島選抜    茅ヶ崎選抜   

 中学生 監督 渡邉 裕介  中学生 監督 宮崎健太 

№ 氏 名 位 置 所 属 № 氏 名 位 置         所 属 

1 長田 瑞貴 ＧＫ 三島北上中学校 1 照澤 琉 GK  旭ケ丘中学校 

2 服部 慶 ＤＦ 三島北上中学校 2 瀧澤 元太 GK  松林中学校 

3 加藤 剛士 ＤＦ 三島南中学校 3 市川 歩夢 GK  萩園中学校 

4 平原 蒼生 ＭＦ 山田中学校 4 谷本 優太 DF 第一中学校 

5 八代 翼 ＭＦ 三島南中学校 5 矢野 涼太 DF 寒川東中学校 

6 高橋 龍輝 ＤＦ 山田中学校 6 上田 達哉 DF  旭ケ丘中学校 

7 惣田 遥人 ＦＷ 山田中学校 7 北村 駿人 DF 旭ケ丘中学校 

8 川端 涼太 ＭＦ 中郷西中学校 8 小川 修叶 MF 松浪中学校 

9 杉山 玲央 ＭＦ 中郷中学校 9 木村 碧斗 MF 松浪中学校 

10 鈴木 智也 ＭＦ 山田中学校 10 木村 颯人 MF 北陽中学校 

11 山下 倫太郎 ＭＦ 三島南中学校 11 小清水 亮太 MF 北陽中学校 

12 片山 響太 ＭＦ 錦田中学校 12 清水 斗波 MF 浜須賀中学校 

13 佐藤 陽太 ＭＦ 日大三島中学校 13 亀山 晃 MF 萩園中学校 

14 伊藤 祐舞 ＤＦ 三島北中学校 14 安斎 平蔵 MF 中島中学校 

15 平野 紫音 ＭＦ 三島北上中学校 15 稲葉 丈人 MF 第一中学校 

16 矢作 剣冴 ＭＦ 三島北中学校 16 谷村 智則 MF 第一中学校 

17 小松 健人 ＭＦ 錦田中学校 17 野口 音人 MF 第一中学校 

18 由比藤 聖 ＧＫ 中郷中学校 18 細谷 玲遠 MF 第一中学校 

19 瀧口 冬弥 ＦＷ 三島北中学校 19 野坂 一世 MF  梅田中学校 

20 野田 晴也 ＦＷ 日大三島中学校 20 植木 颯 MF  旭ケ丘中学校 

21 山田 柚稀 ＧＫ 中郷西中学校 21 藁科 陸人 MF  旭ケ丘中学校 

22 伊藤 光瑠 ＭＦ 中郷中学校 22 樋口 幹太 FW 鶴嶺中学校 

23 野口 啓介 ＦＷ 中郷西中学校 23 中庭 隆之介 FW  第一中学校 

24 黒川 哲汰 ＭＦ 中郷西中学校 24 吉本 航 FW 松林中学校 

25 加藤 陸斗 ＭＦ 三島北中学校 25 永吉 海希 FW  旭ケ丘中学校 

    26 米山 京志 FW  旭ケ丘中学校 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 三島選抜    茅ヶ崎選抜   

 一般社会人 監督 鈴木 充之  一般社会人 監督 和志武 亮 

№ 氏 名 位 置 所 属 № 氏 名 位 置         所 属 

1 内村 智寛 GK FAVORITE FC 1 平島 大 GK 鶴嶺 

2 志村 公 GK FAVORITE  FC 2 羽場 大祐 GK FC504 

3 土屋 健次 DF FAVORITE  FC 3 井出 啓太郎 GK H.O.B 

4 澤村 悟司 DF FAVORITE  FC 4 牛渡 健斗 DF FC504 

5 勝又 徹 DF FAVORITE  FC 5 竹下 嵩将 DF H.O.B 

6 宇井 泰幸 DF FAVORITE  FC 6 堀越 彰 DF FC504 

7 太田 亨介 DF FAVORITE  FC 7 三堀 孝治 DF テキーロ 

8 堀 健一 MF FAVORITE  FC 8 石川原 裕介 DF H.O.B 

9 中川 裕 MF FAVORITE  FC 9 村井 優介 DF テキーロ 

10 田島 俊 MF FAVORITE  FC 10 福田 武蔵 DF テキーロ 

11 中村 翔平 MF FAVORITE  FC 11 林 秀樹 DF 市役所 

12 宮川 孝宏 MF FAVORITE  FC 12 幸嶋 良太 MF H.O.B 

13 杉本 竜哉 MF FAVORITE  FC 13 松野 漱太 MF 今宿ロイヤル 

14 米山 晴崇 MF FAVORITE  FC 14 西廣 和記 MF w.s 

15 藤本 秀治 MF FAVORITE  FC 15 大八木 俊 MF H.O.B  

16 中田 智彦 FW FAVORITE  FC 16 今泉 亨也 MF w.s 

17 村田 大樹 FW FAVORITE  FC 17 安田 拓哉 MF FC504 

18 河原崎 美之助 FW FAVORITE  FC 18 吉田 祐也 MF FC504 

19 山田 伸行 FW FAVORITE  FC 19 中村 早斗 MF w.s 

20 山田 修一 FW FAVORITE  FC 20 田中 寛人 MF 今宿ロイヤル 

21 平岩 晃一 FW FAVORITE  FC 21 山形 冬樹 MF 市役所 

22 青島 誉 FW FAVORITE  FC 22 亀井 順司 MF テキーロ 

23 植野 雄大 FW FAVORITE  FC 23 樋口 広太郎 FW H.O.B 

24 土屋 壮志郎 MF JA三島函南 24 甲斐 圭博 FW 市役所 

    25 伊藤 翔也 FW 今宿ロイヤル 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 三島選抜    茅ヶ崎選抜   

 シニア 監督 下山 浩史  シニア 監督 芹沢 常雅 

№ 氏 名 位 置 所 属 № 氏 名 位 置         所 属 

1 梅原 康彦 GK 三島ｼﾆｱ FC 1 市瀬 敦夫 FW47 今宿オールド 

2 清水 周一 MF 三島ｼﾆｱ FC 2 山崎 宣広 FW42 今宿オールド 

3 剱持 和久 MF 三島ｼﾆｱ FC 3 大和田 健 DF46 今宿オールド 

4 下山 浩史 MF 三島ｼﾆｱ FC 4 櫻井 正佳 MF45 今宿オールド 

5 古地 豊彦 FW 三島ｼﾆｱ FC 5 下平 学 MF44 今宿オールド 

6 岡野 秀樹 MF 三島ｼﾆｱ FC 6 山中 敦男 DF43 今宿オールド 

7 山田  雄 GK 三島ｼﾆｱ FC 7 芝村 龍太 DF43 今宿オールド 

8 土屋 芳弘 MF 三島ｼﾆｱ FC 8 羽田 秀人 DF41 今宿オールド 

9 渡邊 将司 DF 三島ｼﾆｱ FC 9 海田 政幸 FW43 今宿オールド 

10 八木 克哉 DF 三島ｼﾆｱ FC 10 入岡 信一 FW49 今宿オールド 

11 後地 竜之 DF 三島ｼﾆｱ FC 11 稲葉 洋介 MF47 浜見平オヤジーズ 

12 後地 博之 DF 三島ｼﾆｱ FC 12 平田 真人 MF47 浜見平オヤジーズ 

13 深澤 昌光 FW 三島ｼﾆｱ FC 13 松本 恵 GK55 鶴嶺オールド 

14 小野  亮 MF 三島ｼﾆｱ FC 14 原 薫 DF45 鶴嶺オールド 

15 椎田 道明 DF 三島ｼﾆｱ FC 15 吉田 雅史 MF44 浜須賀オールド 

16 高見沢 勝 MF 三島ｼﾆｱ FC 16 谷田部 幸夫 MF65 鶴ヶ台オールド 

17 鈴木 充之 DF 三島ｼﾆｱ FC 17 芹沢 常雅 MF63 鶴ヶ台オールド 

18 三好 大介 MF 三島ｼﾆｱ FC     

19 川村 邦正 FW 三島ｼﾆｱ FC     

20 新関 晋二 DF 三島ｼﾆｱ FC     

21 石川 憲尚 DF 三島ｼﾆｱ FC     

22 後藤  永 MF 三島ｼﾆｱ FC     

23 塩崎 賢一 MF 三島ｼﾆｱ FC     

24 宮本 秀次 FW 三島ｼﾆｱ FC     

25 西家 昌邦 FW 三島ｼﾆｱ FC     

26 鈴木 康仁 FW 三島ｼﾆｱ FC     

27 星  智彦 MF 三島ｼﾆｱ FC     

28 山田 直人 MF 三島ｼﾆｱ FC     

29 廣瀬 大輔 MF 三島ｼﾆｱ FC     

30 土屋 健次 DF 三島ｼﾆｱ FC     

 

第３７回三島市-茅ヶ崎市サッカー定期戦勝敗表 
 

第 1試合  少年５年生   三島（  ―  ） 茅ヶ崎 

 

第 2試合  少年６年生   三島（   ―  ） 茅ヶ崎 

 

第 3試合  中学生     三島（   ―  ） 茅ヶ崎 

 

第 4試合  オールド    三島（   ―  ） 茅ヶ崎 

 

第 5試合   一般      三島（   ―  ） 茅ヶ崎 


