
枚方フットボールクラブ　優秀選手

カテゴリ チャオ ボンバーズ ガンナーズ マシア カンテラ ユナイテッド マスターズ スペリオール

学年 幼稚園 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高校 トップチーム 壮年 保護者

１９９２年 泉　知孝 佐治　徹 水上　剛 吉田　司
奥野　大輔
松本　慎吾

１９９３年 池苗　賢 米田　健 牛嶋　剛士 安田　雅宣 中山　淳 迫村　岳
下北　隆史
井上　盛仁

１９９４年 市川　航 木原　考晃 薮田　翔 寺田　真大 木南　治彦 浜崎　勝広
吉田　司

杉園　昌之
平田　哲哉

１９９５年 坂本　庄悟 内山　拓也 白岩　優作 島田　亘 岩村　晋一 高橋　智之 津崎　竜一

１９９６年 嘉村　仁志 高橋　宏明 菅　孝高 相見　知宏 江戸　宏光 青木　陽一
森川　寛之
溝端　政人

藤川　英明 橋本　哲 雨田　敬

１９９７年 駒田　卓哉 権藤　大輔 初田 慶一郎 久保　慎弥 西村　浩一 浜中　耕史 佐治　徹 横畑　真 平田　哲哉

１９９８年 高　大地 藤下　恭之 入江　晃文 橋爪　健 阪井　博紀 梶原　寛人 青木　陽一

１９９９年 清水　延人 古谷　陽平 武田　光平 柳村　佑真 鈴木　康司 木南　慶彦 玉置　貴士 乾　善夫

２０００年 池　智大 井上　涼 西田　篤史 安田　大樹 寺本　和也 渡瀬　仁 塚田　隼也 下村　教頼

２００１年 藤本　拓也 池田　和弘 西田　知弘 村上　勇二 長井　宏樹 三本松　裕 阪井　博紀

２００２年 渡瀬　充
田苗　俊一
道法　大智

橋長　昴平 交久瀬　直人 横山　宗平 岡　達郎
小山　知将
丸野　正樹

道下　秀次

２００３年
岩崎　和希
廣岡　誠也

笹山　卓弥 浜田　翼 岩山　陽介 坂口　修平 吉川　主晃 定国　智之 早川慎太郎 高桑　豪 今井　恵一

２００４年 平井　達也 上野　有祐 木下　賢人 下村　耕平 加藤　駿吾 矢野 龍之介 安田　大志 菅　孝高 橋本　哲

２００５年 瀬尾　晃基 稲田　唯人 道法　弘暉 中尾　和也 石川　理貴 和田　夏紀 稲垣　哲人 山本　貴士 斎藤　優貴 大出　佳孝 藤本　順紀 小山　知将 伊佐　伸寿 高瀬　樹

２００６年 竹安　勇人 石川　万作 上村　健太 多田　大軌 池永　貴亮 高嶋　一矢 古川　貴久 具足　翔 渡瀬　充 源野　拓哉 定国　智之

２００７年 臼井　健悟 平井　和真 山下　真司 平井　亮佑 坂井　涼誠 永石　恭浩 平家　裕太 倉橋　孝彰 上辻　駿也 小倉　君平 水田　翔 山田　晴朗 平島　大輝 岡田　真一

２００８年 村上　開 瀬尾　翔太 松岡　稜太 石島　和真 瀧本　怜司 平井　達也 沖本　泰樹 石川　理貴 武田　将太 村田 晃太郎 普喜　律匡 斎藤　和希 小林　靖

２００９年 上田　雄介 真下　桐弥 前田　叶人 松本　直人 藤原　拓未 吉田　豊希 中野 功太郎 川田　直希 村田　昇太郎 上山　慶輔 木村　匡伸 今井　恵一 佐久間 洋甫 京谷　強

２０１０年 浅田　拓 山本　航平 福間　創太 京谷　秀 中村　誉 岡　真央 前田　宏夢 下村　優太 柳川　佳也 大垣　和哉 和田　夏紀 児島　健 和田　朋樹 永井　靖彦

２０１１年 福間　太揮 藤井　雄大 寺井　翼 北岡　尚大 武田　陸 今井　光風 船井 大志郎 石原　豪大 渡辺　郁歩 寺田　優作 藤原　拓也 目見田 道政 － 佐藤　圭司

２０１２年 徳野　統史 栢割　亮弥 武隈　心佑 冨江　康太 小埜  純嵩 増澤  岳流 稲垣  博 牧江  由暉 笠井  嶺良 武田  太一 岸田  捷暉 橋本  哲 池村  太一 大島  勉

２０１３年 山田  凛人 岡田  康生 佐原　杏大 佐原　桜大 高橋  知揮 斎藤  翔弘 谷本   陸斗 池村　悠汰 松浦　 魁 長村　伊織 井上　裕貴 岡   達郎 目見田 道政 可児　史也 竹安  宏幸

２０１４年 伴　柚花 吉田　大哉 宮村　佳佑 斉藤　王星 端野　夏己 古川　悠成 上村　直也 山脇　侑和 西田　亮生 岡　真央 井上　匡祐 水田　翔 吉川　研治 － 濱口　慎也

２０１５年 西川　瑠 河合　健太 瀬尾　優斗 大方　桔平 川島　詩生 上田　敦樹 白石　健太 水嶋　祥 菊池　隼世 前島　匠 平崎　優斗 中島　孝一 小山　知将 原　有輝 船津　正行

２０１６年 原谷　駿 中西　謙裕 小倉　慶太 上田　悠生 船津　琉冬 檀野　隼 船津　華琉 神田　夢希 池田　聡馬 永澤　来季 宮嵜　剛 松本　真一 玉城　優真 大西　啓史 上田　治良

２０１７年 甲田　海翔 柴田　康誠 藤島　彩斗 飯田　泰成 幸田朔太郎 中川　元稀 小池　陽斗 川原　脩 藤田悠太郎 船井光志郎 須山　一樹 三好　雄造 玉城　優聖 漆川　聖士 船井　俊孝

２０１８年 青山　朔 奥本　啓登 仲西　寛 高井　捷志 端野　然 清水　勇希 原田　舜 宮村　泰佑 中村　風仁 辻井　智大 塚原　大 平井　亮佑 塚田　隼也 川上　凌空 濱田　恵助

２０１９年 北角圭史朗 島村　泰輔 幸田瑛士郎 角谷　隼 西澤　純平 松尾　漣珠 久保　颯汰 石田　朗大 田中　彪雅 市川　慈彬 藤原　颯馬 岡　真央 田中慎太郎 奥村　康生 石島　稔

２０２０年 猪子　結愛 髙橋　遙斗 中島　健登 有田　大悟 竹内　里空 片山　煌太 谷本　翔 下山　智己 居安　昴 宗行　航汰 岡本　大阿 宗田　直也 道法　大智 山部　璃人 山部　博則

２０２１年 向井悠空 小川琉聖 松崎陽真 猪子心優 竹ノ内星哉 山口湊斗 内藤結壱 藤山幸太郎 木戸伸之輔 達山　京 須藤　輝 定塚広大 野崎駿介 上原瑶世 浅田　亮

ゴールキーパー


