
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015プリンスリーグ東海　警告・退場者

チーム名 氏　　名 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節 第13節 第14節 第15節 第16節 第17節 第18節

磐田東 市之瀬　直留 C1
磐田東 伊藤　優希 C2
磐田東 金田　将広 C2
磐田東 近藤　克哉 C1 C1
磐田東 柴田　大嗣 C2 C2
磐田東 辻村　淳成 C5
磐田東 松下　賢生 C2 C2
磐田東 山下　弘倫 C2 C1 C4 出場停止 C1
静岡学園 岡部　歩夢 C3
静岡学園 加納　澪 C5
静岡学園 薩川　淳貴 C3
静岡学園 鹿沼　直生 C1
静岡学園 嶋　一駿 C1
静岡学園 末光　幸太 C1
静岡学園 西山　大輝 C2
静岡学園 庭野　幹 C1
静岡学園 旗手　怜央 C2 C5 C2 出場停止 C1
静岡学園 山ノ井 拓己 C1
静岡学園 若山　修平 C2
清水桜が丘 石井　智大 C2 C2 C2 出場停止

清水桜が丘 出水　大智 C1 C1
清水桜が丘 杉本　隼 C3
清水桜が丘 鈴木　章司 C2
清水桜が丘 山田　柊斗 C2
ジュビロ 伊藤　洋輝 C2
ジュビロ 大西　遼太郎 C1 C1 C2 出場停止

ジュビロ 菅　颯馬 C2
ジュビロ 立川　嶺 C2
ジュビロ 中村　陽太 C2 C1 C5 出場停止 C2
ジュビロ 森岡　陸 C1 C2
ジュビロ 森下　龍矢 C1 C1
ジュビロ 山下　諒也 C2
中京大中京 天川　力駆 C1
中京大中京 石川　将暉 C1
中京大中京 今枝　晃祐 C2
中京大中京 重松　勇樹 C1



中京大中京 椿井　隆太 C2 C5
中京大中京 福山　大貴 C2
中京大中京 水口　豪 C3
中京大中京 柳　完治 C2
中京大中京 山本　遊大 C2
帝京大可児 今村　健司 C1 C1 C3 出場停止

帝京大可児 斎藤　聖矢 C1
帝京大可児 杉原　諒省 C1
帝京大可児 鈴木　健斗 C2 C1
帝京大可児 土屋　希成 C2
帝京大可児 中口　鮎 C1
帝京大可児 古山　瑞貴 S4 出場停止

帝京大可児 増井　秀明 C2
帝京大可児 吉澤　奨 C1 C2
東海学園 伊藤　祐輝 C1
東海学園 加藤　大貴 C3
東海学園 神谷　凱士 C1 C2
東海学園 竹内　一成 C2
東海学園 中込　大介 C5
東海学園 兵藤　永涼 C5 C2 C2 出場停止

東海学園 舟山　和希 C2 C2 C5 出場停止

東海学園 牧野　竜也 C1
東海学園 松岡　陸 C1
東海学園 光崎　伸 C1 C1
浜松開誠館 大場　正輝 C4 C2
浜松開誠館 河田　憲太 C4
浜松開誠館 須貝　英大 C2
浜松開誠館 鈴木　理久 C5
浜松開誠館 中国　奏人 C1
浜松開誠館 永田　陸 C5
浜松開誠館 平山　郁居 C2
浜松開誠館 宮本　宗一郎 C5
藤枝東 秋田　賢吾 C2
藤枝東 友原　樹 C1
藤枝東 久松　真之 C1
藤枝東 藤森　亮充 C1
藤枝東 松本　尚 C2
藤枝東 山口　晏侍 C1
藤枝東 渡邉　航平 C4



四中工 伊藤　圭都 C2
四中工 舘　幸希 C1 C1 C1 出場停止 C1
四中工 原田　大輝 C2
四中工 三輪　輝 C2
四中工 森島　司 C1 C1


