平成２６年度（一社）姫路サッカー協会技術委員会活動報告
１ 育成・強化活動
(1) １０歳以下（小学４年生）
① キッズエリート・スキルアッププログラム（新規）開催できず
(2) １１歳以下（小学５年生）
① トレーニングセンター練習会
・選考会 ３月９日、５月６日（前期）９月１３日、９月１５日（後期）
・練習会 ６月１・２１日・７月１３日・１０月４日・１１月８・２９日・１２月１３日・１月１８日
・姫路トレセン交流 ６月７日（土）市立球技スポーツセンター
（北摂・芦屋・尼崎・淡路・東播・但馬・明石・姫路の各８都市トレセンが参加）
・ＴＲマッチ ６月２８日（土） 県女子６年トレセン・他市内男子６年チーム
・姫路ジュニアサマー ７月２７日（日）～２９日（火） スポッツェリア的形他
(岡山 U-11・和歌山 U-11 との交流戦)
・西播磨トレセン交流 １０月１８日（土）
・１９日（日）
播磨光都サッカー場
・西播磨トレセンマッチデー １月３１日（土）
播磨光都サッカー場
・姫路カップ ３月２１日
球技スポーツセンター
② 選抜活動
・県都市選抜交流会 ７月１９日（土）
・２０日（日）
丹波少年自然の家
（初日は雷雨のため中止。2 日目 vs 但馬 0-1, vs 東播 1-1）
県ブロックトレセン ３名選出
内藤 蒼空（白鳥）
、宰務 颯汰（安室）
、谷 悠華（香寺）
・県都市対抗選抜少年サッカー大会 ２月１４日（土）
・１５日（日） 神戸しあわせの村
（予選リーグ vs 芦屋 1-0, vs 淡路 3-0 ）予選３位
（順位トーナメント vs 但馬 2-0, vs 北播磨 1-2）
県セントラルトレセン
内藤 蒼空（白鳥）
、谷 悠華（香寺）２名選出
(3) １２歳以下（小学６年生）
① トレーニングセンター練習会
・選考会 ５月１０日、１７日（前期選考会）
・９月１３日、１５日（後期選考会）
・練習会 ６月１日・７月１３日・１０月４日・１１月８・２９日・１２月１３日・１月１８日
・兵庫県 U-12 トレセンリーグ（８人制）
５月２５日 vs 尼崎 1-3, vs 西宮 3-2, vs 北摂 3-5, vs 丹有 2-3
６月２２日 vs 淡路 3-2, vs 東播 0-2
１０月１８日 vs 西播磨 2-1, vs 神戸 3-0
１０月２５日 vs 北播磨 3-2
１１月２４日 vs 芦屋 5-1, vs 明石 3-1, vs 但馬 7-0
２月２１日（ファイナルカップ） vs 明石 3-3, vs 丹有 4-1, vs 尼崎 7-2
13 地域中 5 位
・姫路ジュニアサマー ７月２７日（日）～２９日（火）
球技スポーツセンター
（和歌山 U-12・滋賀 U-12・岡山 U-11 との交流戦）
・神戸カップ ８月２２日（金）～２４日（日）
神戸しあわせの村
<予選Ｌ> vs 北摂 0-3, vs ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 0-3, vsOWLS 2-0, vs 芦屋 3-1, vs 京都紫光 0-3
予選４位
<順位Ｔ> vs 西宮 2-2 PK4-3, vs 丹有 1-3
全２４チーム中１４位
・ 北播招待サッカー大会 １０月２５日・２６日
三木防災公園グランド
・ 明石トレセン交流 １１月２４日
祇園公園グランド
・ 姫路カップ
３月２０日
球技スポーツセンター
② 選抜活動
・県 U－１２セントラルＴＣ後期選考会 ７月１２日
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播磨光都サッカー場

県 U-12 後期セントラルトレセンに選出選手なし。
前期より 佐々木 貴哉（津田）
、為則 太一（安室）２名参加
・ＮＴＣ Ｕ－１２（関西）
前期：８月１９日（火）～２１日（木）佐々木 貴哉（津田） 参加
後期：１２月２５日（水）～２８日（土） 佐々木 貴哉（津田） 参加
③ 姫路四種指導者伝達講習会
３/１に球技スポーツセンターにて開催

Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺
Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺

(4) １３歳以下（中学１年生）
① トレーニングセンター練習会 （大津中・香寺中・球技 SC）
・練習会 ５月１８日（選考会）
・６月２２日・７月２１日・９月７日・１０月１２日
１１月１６日・１２月７日 １月１２日
・姫路カップ ３月２１日 U-12A VS U-13B、 U-13A VS U-14B
② 選抜活動
・選考会 １月１２日（香寺中）
・練習試合 ７月２１日 VS 西播トレセン
２月１５日（香寺中）vs 姫路２年トレセン、
・兵庫県トレセンスーパーリーグ（Ｕ－１３）
（三木防災、淡路佐野運動公園）
２月２２日 vs 東播トレセン（０－１：負け）
、vs V 神戸（０－９：負け）
２月２８日 vs 神戸トレセン（１－６：負け）
、vs 西宮トレセン（０－３：負け）
結 果 ：４戦 ０勝４敗 で予選リーグ敗退
【Ｕ－１３トレセン選手：２８名】
宮前樹 春名俊輔（大白書）橋本敬太 森川陽向（山陽）清水駿作 清水秀人（増位）
山本圭祐（四郷）志水雄飛 北田尚磨 森川恵多（安室）小泉 信郎 （飾磨西）日和 快晴 （神河）
平野右京 甲山稜士 辻井 航（アグア）松尾航佑（津田）
大隅健吾 清水一希 小寺直也 中井聖道 埴岡拓斗 槌谷倫太郎 藤原拓斗 奥平雄基 池田大飛
山口 凛太郎 小池 祥伍 留田 真七斗 （エストレラ姫路）
(5) １４歳以下（中学２年生）
① トレーニングセンター練習会 （広嶺中・書写中・大津中・球技 SC）
・練習会 ５月５日（選考会）
・７月２１日・９月７日・１０月１２日・２月１５日
・姫路カップ ３月２１日 U-13A U-16
② 選抜活動
・兵庫県トレセンチャレンジリーグ（三木防災）
１２月６日 vs 丹有トレセン 5－1
vs 北播トレセン 1－2
１２月７日 vs 神戸トレセン 1－0
vs 兵庫県トレセンＵ－13 2－0
３勝１敗で２部リーグ１位のため１部リーグに昇格
【Ｕ－１４トレセン選手：２７名】
木山創資（アグア姫路）大瀧大地（網干） 草野大貴、吉田拓未（ｴｽﾄﾚﾗ津田）石掛裕馬、和泉秀治、
奥村光貴、勝原楓雅、金海龍誠、杞山拓実、杉元達樹橘陸、西木輝瑠、前嶌一希、森下大地、
山口広喜（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）大野恵吾（神河）井関凌佑（香寺） 平田夏月（広嶺） 新田笙真（高丘）
川﨑将吾、森下聡太（増位）武内大海、中安理久（安室） 青田稜也、徳岡海斗、
池田大翔（ルゼルＳＣ）
(6)１５歳以下（中学３年生）
① トレーニングセンター練習会 （広嶺中・球技 SC・琴丘高）
・練習会 ５月５日（選考会）
・７月２１日（選考会）
② 選抜活動
・練習試合 ７月３１日（琴丘高校）vs 琴丘高校
・兵庫県トレセンチャンピオンリーグ（播磨光都Ｇ）
８月２日 vs 但馬トレセン（４－０：勝ち）
、vs 淡路トレセン（４－０：勝ち）
結果：２勝０敗 グループ１位 予選リーグ突破
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８月３日 準決勝 vs 西播トレセン（２－０：勝ち）
決勝
vs 北播トレセン（０－１：負け）
結果 準優勝
・姫路サッカーフェステイバル（球技 SC）
雨天のため中止
【Ｕ－１５トレセン選手：２３名】
小西諒、三浦悠大（広嶺中）児島大亮（琴陵中）澤田守（香寺中）表洋輔（飾磨西）
中山凱理（増位中） 前田悠真（神河中） 吉田就登（アグア姫路）畝尾光（エストレラ津田）
稲田悠人、平田元樹、高坂一真（ルゼル SC）池田涼、石原樹、木村和貴、小南柊人、柴田倖志、
時政昴平、中塚陽輝、松浦一貴、三木智史、安川昌二郎、川部鉱平（エストレラ姫路）
(7) １６歳以下（高校１年生）
① 練習会（選考会を含む）１６回実施
（6 月 2 日、6 月 23 日、7 月 16 日、7 月 26 日、7 月 27 日、9 月 20 日、12 月 22 日、12 月 15 日、
12 月 25 日、1 月 6 日、1 月 9 日、1 月 11 日、1 月 12 日、3 月 7 日、3 月 8 日、3 月 21 日）
② トレセン交流強化大会（7 月 26 日（土）
、27 日（日）
）＠播磨光都
・結果
姫路１－１神戸Ａ
姫路１-３神戸Ｂ
姫路３－０西播磨
姫路３－１北播磨（１部昇格）
・召集選手（２日間に分けて召集）
ＧＫ 稲積一樹・丸尾淳（ｴｽﾄﾚﾗ）
、岩城隼人（姫路西）、柴原光星・原田裕也（飾磨工）
岸川周太（姫路工）
ＤＦ 青野玲夫・木下哲郎・竹田祥真・岩田真知・平田心・戸田大翔（ｴｽﾄﾚﾗ）
、北野泰雅（市姫）
石田春道（琴丘）、青柳磨央（姫路西）、末崎風我・岩田脩平（飾磨工）、飯田健介（飾磨）
橘宏之（姫路工）
ＭＦ 石川雄介・小林晃平・田村駿・松井瞳磨・大和諒士・和田悠（ｴｽﾄﾚﾗ）、森岡虎大朗（姫路工）
藤井基・水谷憲司・前田凜太郎（市姫）、内山大輝、梶川史登（飾磨工）、滝谷勇斗（姫路東）
氷室聖真・前田晃希・安藤克茂・川添健太郎・渡辺雅弘（琴丘）、山本太一、前田輝一（飾磨）
ＦＷ 景山泰智、小池健太、島浦雅輝、田宮裕太（ｴｽﾄﾚﾗ）、高瀬康平・竹田有侑（市姫）
古西健也（琴丘）、室山多聞（飾西） 荒川太郎（飾磨）
③ 県民大会（冬季）
（1 月 11 日（日）
、12 日（月）
）＠神戸レディースフットボールセンター
・結果
姫路０－３北摂
姫路１－０尼崎
姫路２－１北播
姫路２－０但馬
・召集選手
ＧＫ 丸尾淳（ｴｽﾄﾚﾗ）
、柴原光星（飾磨工）
ＤＦ 岩田真知・竹田祥真・平田心・青野玲夫（ｴｽﾄﾚﾗ）
、石田春道（琴丘）、荒川太郎（飾磨）
末崎風我（飾磨工）、青柳磨央（姫路西）
ＭＦ 小池健太・島浦雅輝（ｴｽﾄﾚﾗ）、前田晃希・氷室聖真（琴丘）、前田凜太郎（市姫）
和田悠・對馬直之（飾磨工）、森岡虎大朗（姫路工）
ＦＷ 景山泰智・戸田大翔（ｴｽﾄﾚﾗ）、古西健也（琴丘）、高瀬康平（市姫）、前田輝一（飾磨）
上原恵一（網干）
④ 府県高校選抜強化大会（3 月 7 日（土）
、8 日（日）
）＠姫路球技スポーツセンター
・結果
姫路２－３西播磨
姫路３－２岡山Ｂ
姫路１－２奈良
姫路２－４兵庫県
・召集選手
ＧＫ 丸尾淳（ｴｽﾄﾚﾗ）
、柴原光星（飾磨工）、岸川周太（姫路工）
ＤＦ 青野玲夫・竹田祥真・岩田真知・平田心（ｴｽﾄﾚﾗ）
、青柳磨央（姫路西）、末崎風我（飾磨工）
青柳磨央（姫路西）、荒川太郎（飾磨）
ＭＦ 小池健太・島浦雅輝（ｴｽﾄﾚﾗ）、前田凜太郎（市姫）、前田晃希・氷室聖真（琴丘）
和田悠・對馬直之（飾磨工）、前田輝一（飾磨）、森岡虎太郎（姫路工）
ＦＷ 景山泰智・戸田大翔（ｴｽﾄﾚﾗ）、古西健也（琴丘）、高瀬康平（市姫）、上原恵一（網干）
⑤ 姫路カップ（3 月 21 日（金）
）＠姫路球技 SC
・結果
姫路（U-16B） ８－１ 姫路（U-14A） 姫路選抜（U-16）０－０ 姫路選抜（U-17）
・召集選手
ＧＫ 丸尾淳・稲積一樹（ｴｽﾄﾚﾗ）
、柴原光星・原田裕也（飾磨工）
ＤＦ 岩田真知・竹田祥真・平田心・青野玲夫・木下哲朗・戸田大翔（ｴｽﾄﾚﾗ）
、石田春道（琴丘）
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荒川太郎（飾磨）、末崎風我（飾磨工）、青柳磨央（姫路西）
ＭＦ 小池健太・島浦雅輝・大和諒士（ｴｽﾄﾚﾗ）、前田晃希（琴丘）、前田凜太郎（市姫）
和田悠・對馬直之（飾磨工）、森岡虎大朗（姫路工）
ＦＷ 景山泰智（ｴｽﾄﾚﾗ）、古西健也・氷室聖真（琴丘）、高瀬康平（市姫）、前田輝一（飾磨）
上原恵一（網干）
(8) １７歳以下（高校２年生）
① 練習会（選考会を含む）１０回実施
（5 月 26 日 6 月 16 日 6 月 23 日 7 月 14 日 7 月 18 日 7 月 20 日 7 月 21 日 3 月 9 日
3 月 16 日 3 月 21 日)
② 西播磨トレセンとのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ（6 月 23 日（月） ＠中島グラウンド 30 分×3
③ 獨協大学とのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ（７月 14 日（月）
） 獨協大学グランド 30 分×4
④ エストレラ姫路とのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ（７月 18 日（金）
）
⑤ 夏季県民大会（7 月 20 日（日）
、21 日（月）
）２部リーグ＠関西国際大学、三木防災
・結果 姫路１―３県ﾄﾚ 姫路２―１東播磨、姫路３―０明石、姫路２―２西宮（2 部リーグ３位）
・召集選手
GK 宇治 錬・渡邊 英人（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）
DF 尾ﾉ井 玲耶・塩田 一磨・柳内 就也・永井 将崇（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）、藤原 颯太（琴丘）
三木 良太（姫路工業）、畝尾 駿輔（市姫）
MF 木村 航大・黒田 真司・小林 稜（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）、堤 颯人・元番 柚希（飾磨）
橋爪 洸太・瀨戸 捷巨（飾磨工）、小島 功平（姫路東）、天竹 大貴（飾西）
FW 津友成 文哉（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）、山本 周平（姫路東）、山下 修弘（市姫）、 北 祐輔（香寺）
⑥ 姫路ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（8 月 10 日（日）
）＠姫路球技ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
・結果
台風の影響により中止（VS ファジアーノ岡山）
・召集選手 夏季県民大会召集メンバーと同じ
⑦ 獨協大学とのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ（3 月 16 日（月）
） 獨協大学グランド 30 分×4
⑧ 姫路カップ （3 月 21 日（土）
）＠姫路球技 SC
・結果
姫路選抜（U-17）０－０ 姫路選抜（U-16）
・召集選手
GK 宇治 錬・渡邊 英人（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）
DF 尾ﾉ井 玲耶・塩田 一磨・柳内 就也・永井 将崇・下田 賢史郎（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）
畝尾 駿輔（市姫）
、藤原 颯太（琴丘）
、橋爪 洸太（飾磨工）
MF 木村 航大・黒田 真司・小林 稜（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）
、元番 柚希・堤 颯人（飾磨）
三木 良太（姫路工業）
、天竹 大貴（飾西）
、瀨戸 捷巨（飾磨工）
FW 友成 文哉・岡田 心（ｴｽﾄﾚﾗ姫路）
、山本 周平（姫路東）
、山下 修弘（市姫）
、北 祐輔（香寺）
(9) １８歳以上（社会人）
① 都市対抗
平成２６年１０月５日（日）
１回戦
姫路選抜 ２－０ 但有選抜
神鍋高原Ｇ
２回戦
姫路選抜 １－３ 神戸選抜
但馬ドームＧ
姫路カップ 平成２７年 ３月２１日（祝）
姫路リーグ選抜１－５県リーグ選抜
球技ＳＣ（メイン）
（10）女子トレセン U-12（小学生）
① 練習会（１年から６年）
3 月 29 日・5 月 17 日・6 月 14 日・７月 29 日・8 月 26 日
・ 9 月 27 日・10 月 11 日・11 月 23 日・12 月 23 日・2 月 11 日
〔球技ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ〕
② 兵庫県選抜少女サッカー大会（４～６年）
7/19
1 試合目 vs 明石選抜 0:1
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2 試合目 vs 但馬選抜 1:0
3 試合目 vs 神戸選抜 0:1
③ 西宮招待
２０１5 年２月 14.15 日 U-10
第 13 回プチなでしこ武庫女カップ
試合結果
2/14(土)
1 試合目 vs 西宮 0-4
2 試合目 vs 北上 ‘1-1
3 試合目 vs 丸岡 0-2
2/15(日)
フレンドリーリーグ
1 試合目 vs 豊橋 0-0
2 試合目 vs 北摂 ‘1-4
3 試合目 vs 京都 0-2

得点者 牛尾(英賀保)
6 位(8 チーム中)

得点者：上野 由和
甲山リーグ 4 位

得点者：田中希彩 (香寺)
フレンドリーリーグ 3 位
最優秀選手：田中希彩(香寺)

２ 選手強化事業
(1) 外部講師（松田浩氏）指導者研修会及び実技講習会
・ と き 平成２６年８月９日(土)・市民会館第 6 会議室（全種指導者対象）
平成２６年１１月２２日(日)・姫路市立陸上競技場（二種年代対象）
開催できず
(2) GK クリニック講習会
３ 指導者養成事業
(1) コーチングスクール
・ 4/28、5/19、6/16、7/14、9/8、10/20、11/17、12/15、1/19、2/16、3/9 計 11 回実施
姫路獨協大学グランド
(2) 公認Ｄ級コーチ養成講習会の開催
・ ３月２１日（土）
・２２日（日） 球技スポーツセンター・姫路東市民センター
受講者１８名（内、姫路９名） インストラクター 寺前亮介・山本哲也・木村祥典
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