
G
K 1 石田 昇平

イシダ ショウヘイ
ショウヘイ ◆高 3　◆1993/03/05　◆182cm/66kg　◆東京都昭島市出身　

◆FC 多摩川ジュニア→横河武蔵野 FC JY　◆リーチを生かしたシュートストップ

D
F 2 永井 あとむ

ナガイ アトム
アトム ◆高 3　◆1992/08/05　◆178cm/65kg　◆千葉県出身　◆JSC CHIBA→

FC 東京 U-15 深川　◆長身を活かし、空中戦には絶対の自信を持つ DF

M
F 3 松藤 正伸

マツフジ マサノブ
マサ ◆高 3　◆1992/04/27　◆172cm/58kg　◆東京都練馬区出身　

◆TTK SC→FC 東京 U-15 深川　◆安定した技術と高い身体能力でボールを奪う

D
F 4 廣木 雄磨

ヒロキ ユウマ
ユウマ ◆高 3　◆1992/07/23　◆168cm/58kg　◆東京都昭島市出身　◆アンティウス FC→

FC 東京 U-15 むさし　◆身体能力を活かした、タイトなディフェンスとサイドアタック

D
F 5 小林 聖弥

コバヤシ ショウヤ
ショウヤ ◆高 2　◆1993/06/14　◆173cm/70kg　◆東京都東久留米市出身　

◆西原少 /0SC→FC 東京 U-15 むさし　◆高い守備能力とフィード力を持つ

M
F 6 冷岡 幸輝

ヒヤオカ コウキ
コウキ ◆高 2　◆1993/04/26　◆178cm/63kg　◆茨城県出身　

◆手代木 SC→つくば FC　◆しなやかなボールキープが特徴の攻撃的 MF

M
F 7 武藤 嘉紀

ムトウ ヨシノリ
ヨッチ ◆高 3　◆1992/07/15　◆173cm/60kg　◆東京都世田谷区出身　◆バディ SC→

FC 東京 U-15 深川　◆オーバーラップを果敢に行う、攻撃的サイドプレーヤー

M
F 8 奥村 一誠

オクムラ イッセイ
イッセイ ◆高 3　◆1992/07/16　◆158cm/50kg　◆東京都調布市出身　◆北ノ台キッカーズ→

FC 東京 U-15 むさし　◆高い技術に裏付された視野の広さを持つ MF

F
W 9 前岡 信吾

マエオカ シンゴ
シンゴ ◆高 3　◆1992/10/26　◆178cm/60kg　◆東京都武蔵野市出身　◆武蔵野ウィングス SC→

FC 東京 U-15 深川　◆ポストプレーとヘディングでゴールを狙う大型 FW

M
F 10 佐々木 陽次

ササキ ヨウジ
ヨウジ ◆高 3　◆1992/07/02　◆170cm/60kg　◆富山県出身　

◆新庄スポーツ少年団→富山北 FC　◆果敢な仕掛けと高い技術で相手を翻弄する

F
W 11 秋岡 活哉

アキオカ カツヤ
チョンチ ◆高 3　◆1992/07/31　◆172cm/58kg　◆埼玉県出身　

◆山口サントス SC→FC 東京 U-15 むさし　◆裏に抜ける一瞬の飛び出しが武器

D
F 12 山口 泰志

ヤマグチ ヤスシ
ヤス ◆高 2　◆1993/07/27　◆165cm/58kg　◆東京都世田谷区出身　◆MIP SC→

FC 東京 U-15 深川　◆DF、ボランチ、サイドと複数のポジションをこなすマルチプレーヤー

M
F 13 石原 良将

イシハラ リョウスケ
リョウスケ ◆高 2　◆1993/04/04　◆172cm/62kg　◆熊本県出身　◆YMCA 熊本→

FCK MARRYGOLD KUMAMOTO　◆高い運動能力を持つ守備のオールラウンダー

M
F 14 古谷 渉

フルタニ ショウ
ショウ ◆高 3　◆1992/04/12　◆170cm/60Kg　◆宮崎県出身　◆西階 FC→恒富中学校　

◆やわらかなボールタッチでチャンスメイク

M
F 15 橋本 拳人

ハシモト ケント
ケント ◆高 2　◆1993/08/16　◆178cm/70kg　◆東京都板橋区出身　◆フナトアミーゴ SC→

FC 東京 U-15 深川　◆リーチの長さを活かしたボールキープでチャンスを作る

G
K 16 三浦 龍輝

ミウラ リュウキ
リュウキ ◆高 3　◆1992/05/17　◆175cm/65kg　◆東京都町田市出身　

◆町田 JFC→町田 JFC JY　◆素早い反応と、正確なキックが武器の GK

M
F 17 岩木 慎也

イワキ シンヤ
シンヤ ◆高 2　◆1993/06/04　◆163cm/55kg　◆埼玉県出身　◆狭山アゼィリア FC→

FC 東京 U-15 むさし　◆スピードと巧みなボールタッチが武器のサイドアタッカー

M
F 18 江口 貴俊

エグチ タカトシ
エグ ◆高 3　◆1992/05/09　◆165cm/50kg　◆東京都西東京市出身　◆JACPA 東京 FC→

FC 東京 U-15 むさし　◆豊富な運動量と献身的なプレーでチームに貢献

M
F 19 湯浅 寿紀

ユアサ トシキ
アンパン ◆高 2　◆1994/03/15　◆165cm/63kg　◆東京都東村山市出身　◆FC Waragoma→

FC 東京 U-15 むさし　◆左足からの精度の高いフィードでチャンスを演出する

D
F 20 下川 陽平

シモカワ ヨウヘイ
ヨウヘイ ◆高 2　◆1993/08/23　◆174cm/67kg　◆東京都青梅市出身　◆青梅 2 FC→

FC 東京 U-15 むさし　◆スピードと力強さを合わせ持つ CB

G
K 21 谷 俊勲

タニ シュンクン
シュンクン ◆高 2　◆1993/08/11　◆175/73kg　◆東京都世田谷区出身　◆FC ブラジル→

FC 東京 U-15 むさし　◆高い身体能力から繰り出されるダイナミックなプレー

D
F 22 村松 知稀

ムラマツ カズキ
ムラ ◆高 2　◆1993/07/26　◆178cm/68kg　◆東京都江戸川区出身　◆FRIENDLY SC→

FC 東京 U-15 深川　◆高い運動能力をベースにサイドを駆け上がる

F
W 23 岩田 拓也

イワタ タクヤ
タクヤ ◆高 1　◆1994/07/14　◆175cm/61kg　◆東京都小平市出身　

◆小平 FC ウイングス→FC 東京 U-15 むさし　◆スケールの大きな FW

M
F 24 野沢 英之

ノザワ ヒデユキ
ヒデ ◆高 1　◆1994/08/15　◆175cm/61kg　◆埼玉県和光市出身　◆リオ FC→

FC 東京 U-15 深川　◆正確な技術と広い視野でゲームをコントロールする

M
F 25 金 睦燦

キン モクチャン
モクチャン ◆高 1　◆1994/04/20　◆178cm/64kg　◆東京都中野区出身　

◆つばさ SC→FC 東京 U-15 むさし　◆スピードのあるドリブルが武器の SH

D
F 26 徳田 康朗

トクダ ヤスアキ
トク ◆高 1　◆1994/09/26　◆170cm/62kg　◆東京都東大和市出身　

◆武蔵大和ユナイテッド→FC 東京 U-15 むさし　◆対人に強さを発揮する期待の DF

F
W 27 天野 将平

アマノ ショウヘイ
ショウヘイ ◆高 1　◆1994/04/29　◆169cm/63kg　◆東京都足立区出身　

◆クリアージュ FC ロッキー→クリアージュ FC　◆高い技術を持つ期待の FW

M
F 28 二瓶 翼

ニヘイ ツバサ
ツバサ ◆高 1　◆1994/09/10　◆165cm/59kg　◆千葉県千葉市出身　

◆JSC CHIBA→FC 東京 U-15 深川　◆繊細なボールタッチで相手 DF を切り裂く

M
F 29 福森 健太

フクモリ ケンタ
ケンタ ◆高 1　◆1994/07/04　◆164cm/58kg　◆東京都江戸川区出身　

◆清新三小 SC→FC 東京 U-15 深川　◆将来が期待される中盤のダイナモ

G
K 30 馬場 拓郎

ババ タクロウ
タクロウ ◆高 1　◆1994/07/05　◆178cm/64kg　◆東京都足立区出身　

◆西新井 SSS→Forza'02　◆守備範囲の広い GK

F
W 32 斎藤 涼汰

サイトウ リョウタ
リョウタ ◆高 1　◆1994/06/25　◆171cm/63kg　◆埼玉県越谷市出身　

◆FC 蒲生東→FC 東京 U-15 深川　◆正確な技術で得点を狙う

D
F 33 浅野 友亮

アサノ ユウスケ
ユウスケ ◆高 1　◆1994/05/18　◆178cm/58kg　◆東京都練馬区出身　

◆泉新サッカークラブ→FC 東京 U-15 むさし　◆フィード力のある CB

M
F 34 武井 謙介

タケイ ケンスケ
タケ ◆高 1　◆1994/08/05　◆167cm/67kg　◆東京都多摩市出身　

◆鶴牧サッカークラブ→FC 東京 U-15 むさし　◆攻守両方でチームを鼓舞するファイター

F
W 35 ブーゾ アモス

ブーゾ アモス
アモ ◆高 1　◆1994/09/15　◆169cm/54kg　◆東京都武蔵野市出身　

◆武蔵野一小 FC→FC 東京 U-15 むさし　◆生まれながらの点取り屋

M
F 36 吉田 一彦

ヨシダ カズヒコ
カズ ◆高 1　◆1994/10/27　◆165cm/56kg　◆東京都日野市出身　

◆平山 FCA→FC 東京 U-15 むさし　◆スピードとキレが持ち味のサイドアタッカー

M
F 37 小泉 将来

コイズミ マサキ
マサキ ◆高 1　◆1994/06/25　◆160cm/50kg　◆東京都練馬区出身　

◆光が丘キッド SC→FC 東京 U-15 深川　◆豊富な運動量でピッチを駆け回る

　スタッフ
育成部長
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：福井 哲
：上釜 広行
：倉又 寿雄
：元吉 剛、國保 塁
：橋本 亮一
：澤井 岳
：須藤 義徳、香田 淳一
：後関 慎司、松田 直樹
：久保田 尚子

　参考スタメン (2010/05/16)
プリンス 8 節　FC 東京 U-18 2-1 桐光学園

16 三浦

22 村松 03 松藤 05 小林 04 廣木

07 武藤

15 橋本 12 山口
(→02 永井 )

11 秋岡
(→32 斎藤／→19 湯浅 )

10 佐々木
（→23 岩田） 18 江口

（→17 岩木）

2010 FC 東京 U-18 選手紹介

クラブユース選手権 (U-18) 関東 2 次予選
[02 節 ] 6/05( 土 )15:00 小平 G   杉並 FC
[03 節 ] 6/06( 日 )15:00 小平 G   FC トリプレッタ
[04 節 ] 6/13( 日 )15:00 小平 G   柏レイソル U-18
[05 節 ] 6/20( 日 )15:00 小平 G   JEF 千葉 U-18

～「We are Tokyo!」を叫ぶのはどっちだ？～

TOKYO DERBYU-18

FC 東京 U-18 × 東京ヴェルディユース
プリンスリーグ関東 第 9 節　2010.05.30( 日 )11:00 深川グランド

2 月の新人戦では、延長の末に敗れた。

技術で負け、走り負けた。声出しさえも、相手が上だった。

試合後に聞いた、「We are Tokyo!」コール。

あの悔しさをバネに。

プリンスリーグ、現在首位。高円宮杯出場も決めた。

でも、そんなの、この試合には関係ない。

ヴェルディだけには負けられない！

借りを返す時が来た。いざ、東京ダービー！

プリンスリーグ関東 U-18
[09 節 ] 5/30( 日 )11:00 深川 G 東京 V ユース
[10 節 ] 7/04( 日 )11:00 ニッパ球 横浜 FMユース
[11 節 ] 7/11( 日 )11:00 深川 G 三菱養和 SC ユース

U-18 試合予定
リーグ中断期間の
「青赤」分補給は
ユースの試合で♪


