
チーム名 カテゴリ

コーチ

役職

代表者 増山吉弘 吉田正史

木村　肇　 岡部茂一

松澤裕之 下玉利誠

森分博紀 宮園　秀

岡田　聡 田中宏幸

山田　晃　 加藤和美 担当　増山吉弘　　TEL070-6502-9502

新名義信 大澤優月 ＨＰ担当　森分　博紀　http://www.gogobengals.com/

片桐伸晃 豊野麻里子 大阪市舞洲スポーツアイランド http://maishima.jp/

畠平敬介 今村茉由姫 草原グラウンド (舞洲アリーナから徒歩5分)　

NO
ナンバー順

ポジション
複数可

氏名 よみがな 学年 身長 体重 学校名

10 ＱＢ 高島　丈 タカシマ　ジョウ 3 169 60 大阪市立　大正東

11 ＱＢ 三品　裕太 ミシナ　ユウタ 2 166 47 大阪市立　市岡

12 ＷＲ 赤坂　優樹 アカサカ　ユウキ 1 145 48 私立　清風

15 ＷＲ 高島　舷太 タカシマ　ゲンタ 1 161 56 大阪市立　大正東

18 ＷＲ 太田　宗祐 オオタ　ソウスケ 2 152 44 大阪市立　松虫

22 ＷＲ 福岡　颯 フクオカ　ソウ 3 157 52 大阪市立　美津島

24 ＲＢ 林出　幸志郎 ハヤシデ　コウシロウ 1 140 37 羽曳野市立はびきの埴生学園

35 ＷＲ 淀　世穏 ヨド　セオン 1 154 57 大阪市立　春日出

50 ＯＬ 岡部　成秀 オカベ　ナリヒデ 1 147 44 大阪市立　南港南

52 ＯＬ 黒木　元輝 クロキ　ゲンキ 1 152 47 大阪市立　市岡東

55 ＯＬ 下玉利　龍之介 シモタマリ　リュウノスケ 1 150 58 大阪市立　旭東

56 ＯＬ 御前　銀三 ミサキ　ギンゾウ 1 147 61 大阪市立　春日出

58 ＯＬ 田中　梨雄 タナカ　リオ 1 143 42 私立　奈良育英

63 ＯＬ 上野山　水碧 ウエノヤマ　ミオ 1 155 47 私立　清風南海

70 ＯＬ 戸出　翔万 トデ　ショウマ 2 160 57 大阪市立　梅香

77 ＯＬ 鉄本　雄吾 テツモト　ユウゴ 2 173 80 大阪府立　富田林

81 ＷＲ 宮園　優 ミヤゾノ　ユウ 1 158 44 大阪市立　新豊崎

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

　中学生　FOOTBALL　

集合写真
または

チーム写真　1枚

氏　名

大阪　ジュニアベンガルズ



チーム名 カテゴリ

コーチ

役職

代表者 岡田　聡 吉田正史

松澤裕之 岡部茂一

新名義信 下玉利誠

増山吉弘 宮園　秀

木村　肇　 田中宏幸

山田　晃　 加藤和美 担当　増山吉弘　　TEL070-6502-9502

森分博紀 大澤優月 ＨＰ担当　森分　博紀　http://www.gogobengals.com/

片桐伸晃 豊野麻里子 大阪市舞洲スポーツアイランド http://maishima.jp/

畠平敬介 今村茉由姫 草原グラウンド (舞洲アリーナから徒歩5分)　

NO
ナンバー順

ポジション
複数可

氏名 よみがな 学年 身長 体重 学校名

10 CB 御前　賢四朗 ミサキ　ケンシロウ 4 143 44 大阪市立　春日出

32 CB 土田　崚人 ツチダ　リョウト 4 133 41 大阪市立弁天

55 LB 上野山　藍祐 ウエノヤマ　アイスケ 5 135 32 堺市立　深坂

56 DE 溝尾　陽 ミゾオ　ハル 5 148 50 同志社国際学院初等部

58 DT 清水　継護 シミズ　ケイゴ 5 152 60 堺市立　英彰

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

　小学生　FOOTBALL　

氏　名

集合写真
または

チーム写真　1枚

大阪　タイニィーベンガルズ



チーム名 カテゴリ

コーチ

役職

代表者 増山吉弘

岡田　聡

大澤優月

豊野麻里子

今村茉由姫

吉田正史 担当　増山吉弘　　TEL070-6502-9502

加藤和美 ＨＰ担当　森分　博紀　http://www.gogobengals.com/

大阪市舞洲スポーツアイランド http://maishima.jp/

草原グラウンド (舞洲アリーナから徒歩5分)　

NO
ナンバー順

ポジション
複数可

氏名 よみがな 学年 身長 体重 学校名

赤坂　実玲 アカサカ　ミレイ 中3 私立帝塚山学院

野村　桃亜 ノムラ　モモア 中3 泉大津市立　誠風

石田　亜衣 イシダ　アイ 中2 大阪市立　西

井上　莉沙 イノウエ　リサ 中2 西宮市立　鳴尾

土田　楓乃 ツチダ　カノ 中2 大阪私立　大谷

豊野　沙和　 トヨノ　サワ 中1 神戸山手女子中学校

畠平　ことみ ハタヒラ　コトミ 中1 城星学園中学校

宮園　あかり ミヤゾノ　アカリ 小5 大阪市立　豊崎東

下玉利　寧 シモタマリ　ネネ 小3 大阪市立　清水

西村　しえり ニシムラ　シエリ 小3 大阪市立　豊仁

野村　莉吏亜 ノムラ　リリア 年中 くすのき認定こども園

淀　心嶺 ヨド　ミレイ 年少

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

　CHEER

氏　名

集合写真
または

チーム写真　1枚

大阪　デイジィベンガルズ
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