
チーム名 神戸学院大学 ﾈｲﾋﾞｰｼｰﾙｽﾞｼﾞｭﾆｱ カテゴリ

コーチ

役職

代表者 甲斐 正一

名誉顧問 眞弓 忠範

顧問 毛利 進太郎

部長 橡尾 和歌子

ﾁｰﾑﾄﾞｸﾀｰ 近藤 千香子

世話役 岡 論
チームイ
ンフォメー

チームイ
ンフォメー

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 津崎 晶

コーチ 藤山 智章

浅山 健志

堤 達也

米田 雅之 連絡先：神戸学院大学　有瀬キャンパス学生支援センター

中村 昌史 　　〒651-2180　神戸市西区伊川谷町有瀬518番地

髙木 敬太 　　ＴＥＬ078-974-1839

村中 裕 練習場所：神戸学院大学　第6グラウンド

久保田 裕樹

堤 貫市郎

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

1 QB/DB 津崎　華空 ツザキ　ソラ 6 154 55 神戸市立若草小学校

2 RB/DB 西海　洸佑 ニシウミ　コウユウ 2 128 28 神戸市立小部小学校

9 RB/LB 中山　凜 ナカヤマ　リン 5 131 27 神戸市立妙法寺小学校

14 WR/DB ｳﾞｪﾃﾞﾆｮﾌ　ﾆｺﾗｽ ｳﾞｪﾃﾞﾆｮﾌ　ﾆｺﾗｽ 4 140 32 神戸市立六甲小学校

22 QB/LB 田所　誠清 タドコロ　マサキヨ 4 133 31 神戸市立浜山小学校

25 WR/DB 吉識　裕一郎 ヨシキ　ユウイチロウ 4 139 35 神戸市立高羽小学校

30 WR/DB 吉識　直央 ヨシキ　ナオ 1 108 23 神戸市立高羽小学校

32 WR/LB 石谷　龍惺 イシタニ　リュウセイ 2 134 34 神戸大学附属小学校

37 WR/DB 田所　誠道 タドコロ　マサミチ 6 132 29 神戸市立浜山小学校

50 OL/DL 余川　左建 ヨカワ　サコン 5 166 78 神戸市立東落合小学校

51 OL/DL 山中　清雅 ヤマナカ　キヨマサ 5 143 34 神戸市立神の谷小学校

53 OL/DL 西村　永遠 ニシムラ　トワ 6 155 51 神戸市立御影北小学校

55 OL/DL 中村　斡士 ナカムラ　ハルト 5 143 35 神戸市立真陽小学校

62 OL/DL 田村　律人 タムラ　リツト 6 153 59 神戸市立東町小学校

63 TE/LB 中谷　心知 ナカタニ　シンチ 5 143 33 明石市立大観小学校

70 OL/DL 玉巻　凜汰郎 タママキ　リンタロウ 5 153 61 東大阪市立長瀬南小学校

73 OL/DL 木次　大悟 コツギ　ダイゴ 6 148 49 神戸市伊川谷小学校

74 OL/DL 杉山　真裕 スギヤマ　マヒロ 6 161 78 神戸市立垂水小学校

82 RB/LB 水谷　果音 ミズタニ　カノン 4 138 35 神戸市立妙法寺小学校

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

　小学生　FOOTBALL　

集合写真
または

チーム写真　1枚

氏　名



チーム名 神戸学院大学 ﾈｲﾋﾞｰｼｰﾙｽﾞｼﾞｭﾆｱ カテゴリ

コーチ

役職

代表者 甲斐 正一

名誉顧問 眞弓 忠範

顧問 毛利 進太郎

部長 橡尾 和歌子

ﾁｰﾑﾄﾞｸﾀｰ 近藤 千香子

世話役 岡 論

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 津崎 晶

コーチ 藤山 智章 連絡先：神戸学院大学　有瀬キャンパス学生支援センター

浅山 健志 〒651-2180　神戸市西区伊川谷町有瀬518番地

堤 達也 ＴＥＬ078-974-1839

米田 雅之 練習場所：神戸学院大学　第6グラウンド

中村 昌史

髙木 敬太

村中 裕

久保田 裕樹

堤 貫市郎

NO
ナンバー順

ポジショ

ン
氏名 よみがな 学年 身長 体重 学校名

7 RB/DB 井上　敬 イノウエ　ケイ 3 165 52 神戸市立飛松中学校

17 WR/LB ｳﾞｪﾃﾞﾆｮﾌ　ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ ｳﾞｪﾃﾞﾆｮﾌ　ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ 1 156 48 神戸学院大学附属中学校

23 RB/LB 菅野　稜介 スガノ　リョウスケ 1 149 52 神戸学院大学附属中学校

34 WR/DB 堤　廉路郎 ツツミ　レンジロウ 2 155 43 稲美町立稲美北中学校

45 TE/DL 中村　鎧士 ナカムラ　カイト 3 174 95 神戸市立長田中学校

72 OL/DL 浅山　太一 アサヤマ　タイチ 2 160 75 神戸市立長坂中学校

79 OL/DL 水谷　舞斗 ミズタニ　マイト 2 158 58 神戸市立横尾中学校

チェスナットリーグ　２０２０　メンバー表

　中学生　FOOTBALL　

氏　名

集合写真

または

チーム写真　1枚
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	神戸学院NSJ中学生

