
柏レイソルアカデミーは、一貫指導のもと、
●将来、レイソルの軸となる選手の育成
●世界で活躍できる選手の育成

●サッカー界で活躍できる選手（人間）の育成
●社会に貢献できる人間の育成

を軸として活動しています。

 U-18年代

高校1年から3年までの3学年で2チーム（柏レイソル
U-18A・B）。

 U-15年代

各学年ごとに1チームずつ（柏レイソルU-15、柏レイソル
U-14、柏レイソルU-13）。

 U-12年代

各学年ごとに1チームずつ（柏レイソルU-12、柏レイソル
U-11、柏レイソルU-10）。

トップ

セレクションあり
セレクションなし

U-18

U-15 U-14 U-13

U-12  U-11  U-10
スクールクラス

柏レイソルアカデミーに入るには？

柏レイソルアカデミーに入るには、セレクション（選抜試
験）を通過する必要があります。各セレクションともに、
日時が決定次第、柏レイソル公式HP（http://www.
reysol.co.jp）等でお知らせしています。

お問い合わせ  柏レイソルアカデミー
〒277-0083 千葉県柏市日立台1−2−50 

（株）日立柏レイソル
TEL：080-8014-1974
Mail：academy@reysol.hitachi.co.jp
受付時間：火曜〜金曜（13：30〜17：00） *月曜定休

（土日祝日は試合などで不在時が多くなります）

柏レイソルU-18（高校生）

2000年 第24回日本クラブユースサッカー選手権 3位（監督：濱吉正則）

2001年 Jユースカップ 3位（監督：濱吉正則）

2006年 第30回日本クラブユース（U-18）選手権 3位（監督：清川浩行）

2007年 Jユースカップ 準優勝（監督:芳賀敦）

2008年 第32回日本クラブユース
 サッカー選手権（U-18）大会 準優勝（監督:吉田達磨）

2010年 第34回日本クラブユース
 サッカー選手権（U-18）大会 準優勝（監督:下平隆宏）

2011年 第16回千葉県サッカー選手権大会兼
 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会
 千葉県予選 優勝（監督：下平隆宏）

2011年 第35回日本クラブユース
 サッカー選手権（U-18）大会 3位（監督：下平隆宏）

2012年 第36回日本クラブユース
 サッカー選手権（U-18）大会 優勝（監督：下平隆宏）

2013年 Dr.pepper Dallas Cup XXXⅣ　 準優勝（監督：下平隆宏）

2013年 高円宮杯U-18サッカーリーグ2013
 プリンスリーグ関東1部 第2位（監督：下平隆宏）

2014年 高円宮杯Ｕ-18サッカーリーグ2014
 プレミアEAST 優勝（監督：下平隆宏）

2018年 Alkass International Cup 2018　 準優勝（監督：山中真）

柏レイソルU-15（中学3年生）

2000年 日本クラブユース（U-15）選手権 3位（監督：清川浩行）

2001年 日本クラブユース（U-15）選手権 3位（監督：松井尊）

2002年 日本クラブユース（U-15）選手権 優勝（監督：佐々木直人）

2003年 ナイキカップ決勝大会 優勝（監督：吉田達磨）

2006年 日本クラブユース（U-15）選手権 3位（監督：石川健太郎）

2007年 日本クラブユース（U-15）選手権 3位（監督:千野徹）

2009年 高円宮杯 第21回全日本ユース（U-15）
 サッカー選手権大会 ベスト4（監督：吉田達磨）

2011年 高円宮杯 第23回全日本ユース（U-15）
 サッカー選手権大会 準優勝（監督：渡辺毅）

2013年 高円宮杯　第25回全日本ユース（U-15） 3位（監督：酒井直樹）

2014年 JFAプレミアカップ 準優勝（監督：酒井直樹）

2017年 第32回 日本クラブユース（U-15）
 サッカー選手権大会 全国大会 準優勝（監督：飯塚浩一郎）

柏レイソルU-12（小学6年生）

1995年 第19回全日本少年サッカー大会決勝大会 優勝（監督：村井一俊）

1996年 第20回全日本少年サッカー大会決勝大会 3位（監督：村井一俊）

1997年 第21回全日本少年サッカー大会決勝大会 優勝（監督：村井一俊）

1999年 第23回全日本少年サッカー大会決勝大会 準優勝（監督：佐々木直人）

2001年 第25回全日本少年サッカー大会決勝大会 準優勝（監督：石川健太郎）

2002年 第26回全日本少年サッカー大会決勝大会 3位（監督：村井一俊）

2004年 第28回全日本少年サッカー大会決勝大会 準優勝（監督：平川雅之）

2005年 ダノンネーションズカップ世界大会 出場 9位（監督：村井一俊）

2006年 ダノンネーションズカップ世界大会 出場 ベスト6（監督：酒井直樹）

2008年 第32回全日本少年サッカー大会決勝大会 3位（監督：村井一俊）

2010年 バーモントカップ 第19回全日本フットサル大会 優勝（監督：村井一俊）

2010年 第34回全日本少年サッカー大会決勝大会 3位（監督：村井一俊）

2011年 第35回全日本少年サッカー大会決勝大会 優勝（監督：松原直哉）

2012年 第36回全日本少年サッカー大会決勝大会 準優勝（監督：渡辺毅）

2014年 第38回全日本少年サッカー大会決勝大会 準優勝（監督：渡辺毅）

2015年 JA全農杯チビリンピック2015 全国決勝大会 優勝（監督：平山智規）

2017年 ダノンネーションズカップ世界大会 出場 13位（監督：根引謙介）

柏レイソルアカデミー主な実績 アカデミー出身選手

他クラブへ期限付き移籍中の出身選手

中川寛斗（湘南ベルマーレへ期限付き移籍中）

その他の主な出身選手（年数はU-18卒業年度）

酒井 直樹（1993／現･柏レイソルアカデミーコーチ／日本体育大柏高サッカー部監督）
根引 謙介（1995／現･柏レイソルアカデミーコーチ／日本体育大柏高校サッカー部コーチ）
明神 智和（1995／現･AC長野パルセイロ）
近藤 直也（2001／現･東京ヴェルディ）
宇野沢 祐次（2001／現･AC長野パルセイロ）
石川 直樹（2003／現･北海道コンサドーレ札幌）
菅沼 実（2003／現・柏レイソルU-12コーチ）
船山 貴之（2005／現･ジェフユナイテッド千葉）
大島 嵩弘（2006／現･AC長野パルセイロ）
堀田 秀平（2007／現･奈良クラブ）
太田 徹郎（2007／現･ラインメール青森FC）
輪湖 直樹（2007／現･アビスパ福岡）
指宿 洋史（2008／現･湘南ベルマーレ）
工藤 壮人（2008／現･レノファ山口）
酒井 宏樹（2008／現･オリンピックマルセイユ［フランス］）
島川 俊郎（2008／現･大分トリニータ）
武富 孝介（2008／現･湘南ベルマーレ）
川浪 吾郎（2009／現･ベガルタ仙台）
橋本 拓門（2009／現･福島ユナイテッドFC）
茨田 陽生（2009／現･大宮アルディージャ）
仲間 隼斗（2010／現･ファジアーノ岡山）
禹 相皓（2010／現・愛媛FC）
鳥山 祥之（2010／現･コバルト―レ女川）
峯 勇斗（2010／現･VONDS市原）
荒木 大吾（2011／現･ジュビロ磐田）
佐々木 宏樹（2011／現･FC刈谷）
蓮沼 翔太（2011／現･ヴィアティン三重）
山中 亮輔（2011／現･浦和レッズ）
秋野 央樹（2012／現・湘南ベルマーレ）
木村 裕（2012／現･AC長野パルセイロ）
白井 永地（2013／現･水戸ホーリーホック）
中谷 進之介（2013／現・名古屋グランパス）
会津 雄生（2014／現・FC岐阜）
大島 康樹（2014/現・栃木SC）
中山 雄太（2014／現・PECズヴォレ［ベルギー］）
麦倉 捺木（2014／現･グルージャ盛岡）
安西 海斗（2015／現・SCブラガ［ポルトガル］）
伊藤 達哉（2015／現･ハンブルガーSV［ドイツ］）
山崎 海秀（2015／現･アルビレックス新潟シンガポール）
小久保 玲央 ブライアン（2018／現・SLベンフィカ［ポルトガル］）

柏レイソルアカデミー
2019年の主要大会
スケジュール（予定）

2019年 2020年

4月～6月、9月～10月／JFA全日本U-12サッカー選手権大会千葉県大会（地域リーグ）

EASTJFA

11月／JFA全日本U-12サッカー選手権大会千葉県大会（代表決定トーナメント）

12月／JFA全日本U-12サッカー選手権大会

8月～／日本クラブユース選手権大会

12月～／高円宮杯JFA全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会

10月～11月／Jユースカップ

7月～8月／日本クラブユース選手権大会U-18

U-15

U-12

中村 航輔
2013〜2014、2016〜

古賀 太陽
2017〜2018/6、2019〜

田中 陸
2018〜

大谷 秀和
2003〜

山田 雄士
2019〜

小林 祐介
2013〜2017、2019〜

上島 拓巳
2019〜

杉井 颯
2019〜

手塚 康平
2016〜

猿田 遥己
2018〜

中川 創
2018〜

桐畑 和繁
2007〜

滝本 晴彦
2016〜

宮本 駿晃
2018〜

柏レイソル
所属選手
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 KASHIWA REYSOL ACADEMY
柏レイソルアカデミー



1 GK
志賀 一允
しが かずまさ
2001/5/20

188cm・80kg
栗の実SC

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

3 DF
富田 英寿
とみた ひでとし
2001/8/29

177cm・68kg
明海FC 

→柏レイソルU-15

5 MF
熊坂 光希
くまさか こうき
2001/4/15

182cm・72kg
戸ヶ崎イレブン

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

2 DF
藤本 隼斗
ふじもと はやと
2002/2/25 

170cm・61kg
柏レイソル
A.A.TOR'82

→柏レイソルU-15

4 DF
井出 敬大

いで けいた
2001/8/18

180cm・67kg
カナリーニョFC

→柏レイソルU-15

6 MF
清水 祐輔
しみず ゆうすけ

2001/5/13
173cm・63kg
白岡南SSS

→柏レイソルU-15

13 MF
ミール デューク アルレイン
みーる でゅーく あるれいん

2001/12/18
178cm・66kg

つくしSC
→FCトリム

37 MF
都築 卓
つづき すぐる 
2003/5/16

172cm・61kg
NEOSFC

→柏レイソルU-15

15 MF
揖斐 俊斗

いび しゅんと
2002/12/19
169cm・57kg
はくつるFC

→柏レイソルU-15

39 FW
真家 英嵩
まいえ ひでたか

2003/7/28
181cm・73kg

ラビットキッカーズ
→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

17 DF
沖原 章仁
おきはら ふみと

2002/7/2
180cm・62kg

六実SC
→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

42 DF
大和 優槻
やまと ゆづき
2003/7/16

180cm・59kg
柏レイソルA.A.TOR'82
→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

14 MF
田村 蒼生

たむら そうき
 2002/4/20

165cm・56kg
常盤平少年SC

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

38 MF
菅原 大知
すがわら だいち

2003/9/28
178cm・64kg
つくし野SC

→柏レイソルU-15

16 GK
佐々木 雅士

ささき まさと
2002/5/1

184cm・75kg
常盤平少年SC

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

40 DF
田中 隼人
たなか はやと
2003/11/1

183cm・66kg
ミナトSC

→柏レイソルU-15

19 FW
ポンセ 尾森 世知
ぽんせ おもり せいと

2002/9/22
179cm・66kg

アーセナルSS市川
→柏レイソルU-15

21 GK
金田 大和
かねだ やまと
2003/7/2

183cm・82kg 
西新井フレンドリーSC
→柏レイソルU-15

23 MF
木村 俊太
きむら しゅんた
2002/7/24

170cm・62kg
岩瀬エルマンダFC
→柏レイソルU-15

20 MF
戸田 伊吹 

とだ いぶき
2002/5/3

174cm・63kg
中根FC

→柏レイソルU-15

22 DF
前田 大地
まえだ だいち
2002/5/23

180cm・68kg
クリアージュFCエミュー 
→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

24 FW
福田 拳龍
ふくだ けんりゅう

2002/4/14
173cm・60kg
祖母井クラブ
→ともぞうSC

7 MF
佐々木 寛太

ささき かんた
2001/6/14

177cm・69kg
東習志野FC

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

9 FW
奥田 陽琉
おくだ ひりゅう
2001/5/23

181cm・77kg
柏レイソルA.A.長生
→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

11 FW
細谷 真大

ほそや まお
2001/9/7

177cm・69kg
柏レイソル
A.A.TOR'82

→柏レイソルU-15

8 MF
武田 幸樹

たけだ こうき
2001/7/2

175cm・67kg
カナリーニョFC

→カナリーニョFC

10 FW
鵜木 郁哉
うのき ふみや
2001/7/4

168cm・67kg
FC佐倉

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

12 FW
清水 勇貴
しみず ゆうき
2002/6/25

179cm・72kg
浦安JSC

→柏レイソルU-15

31 GK
近野 勝大
こんの かつひろ

2003/8/7
186cm・74kg

ヴァロールSCイースト
→柏レイソルU-15

33 MF
田制 裕作
たせい ゆうさく
2003/10/6

179cm・65kg
FC栗島OPUSONE
→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

35 DF
福田 悠仁
ふくだ はるひと
2003/12/25
175cm・60kg

桜台FC
→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

32 DF
伊達 由太嘉

だて ゆたか
2003/6/12

165cm・63kg
小倉FC

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

34 FW
升掛 友護
ますかけ ゆうご

2003/8/24
168cm･57kg
浦和文蔵SSS

→柏レイソルU-15

36 FW
田中 蒼大
たなか そうた
2003/8/5

166cm・57kg
市川FC

(南行徳FC)
→柏レイソルU-15

25 DF
大嶽 拓馬
おおたけ たくま

2002/8/8
171cm・64kg

FC石岡
→柏レイソルU-15

27 FW
中島 舜

なかじま しゅん
2002/4/8

167cm・56kg
川鶴FC

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

29 FW
市瀬 飛翔
いちのせ かける

2003/5/21
177cm・68kg

柏マイティーFC
→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

26 MF
斉藤 騎斗
さいとう ないと
2002/4/11

166cm・64kg
FCアビリスタ

→柏レイソルU-12
→柏レイソルU-15

28 MF
湯之前 匡央

ゆのまえ まひろ
2003/12/30
167cm・58kg

浦和上木崎SSS
→柏レイソルU-15

30 MF
高貫 太瑛

たかぬき たいえい
2003/5/1

177cm・62kg 
水戸ホーリーホック

EIKO ジュニア
→柏レイソルU-15

18 FW
山下 スティーブ コビ
やました すてぃーぶ こび

2001/7/31
186cm・80kg

きぼうSC
→柏レイソルA.A.流山
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昨年は、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、ASローマなど
世界の一流クラブの下部組織が出場する「Alkass International Cup 2018」に出場し（出場時はU-17）、

レアル・マドリーやトッテナムホットスパーズを破って決勝に進出。パリ・サンジェルマンに敗れ（1-2）、
惜しくも準優勝となったが、細谷選手が大会MVP、小久保選手（現SLベンフィカ）がベストGK賞、

柏レイソルがフェアプレー賞を受賞した。今後の彼らの活躍に期待しよう。

データは順に背番号、ポジション、氏名、生年月日、身長、体重、所属クラブ歴

2019柏レイソル U-18選手名鑑



U-15 14 13 U-12 11
● 2列目左から
ノグチピント天飛／森本 陽太／奥津 大和
越川 翔矢／丸山 寿貴斗／長澤 然
村田 幸基
● 1列目左から
大貫 兼誠／廣岡 瑛太／沼端 隼人
内田 隼翔／池田 龍人／太田 椋介
三村 叶夢

●３列目左から
奥村 佳翔／及川 紘輝／中井 大翔
後藤 太樹／田中 亜理／石津 一輝
●２列目左から
石井 僚／吉原 楓人／斎藤 光竜／岡本 稜士
沖田 汰志／猪狩 鉄太／藤谷 温大
● 1列目左から
黒沢 偲道／小林 剣生／仲山 陽／福島 大雅
奥村 大和／森 響太郎／山寺 大貴

欠席：
岡部 タリクカナイ 颯斗
ワッド モハメッド サディキ

● 3列目左から
大橋 斗唯／伊藤 拓海／逢坂 スィナ
長谷川 幹人／松本 悠大／徳永 涼
花松 隆之祐
● 2列目左から
瀧澤 一心／圖師 貴樹／山本 桜大／足立 凱
大嶋 優斗／ポンセ 尾森 サイオン
田中 涼月／大槻 豪
● 1列目左から
大川 拓海／モハマドファルザン佐名
中村 拓夢／東舘 大翔／大久保 帆人
西村 龍留／栗田 翔馬

柏レイソル

U-15
● 3列目左から
タイガ オリバー ハーパー／鈴木 敬人
近野 伸大／別府 慧／田村 心太郎
村田 侑大
● 2列目左から
遠山 凌平／大木 海世／松本 泰次
並木 耀大／前原 波瑠／根引 翔大
● 1列目左から
伊達 歩由登／雨森 光輝／青木 空斗
池端 翔夢／佐藤 伸哉／須甲 優理

● 2列目左から
西川 元基／宮野 健貴
杉山 駿之介／米田 光／吉川 晴翔
上野 暉晏／阿出川 琥吾
● 1列目左から
永重 敦基／佐藤 桜久／須賀 日向汰
加茂 結斗／松岡 直太郎
黒沢 碧／長南 開史

アカデミーユニフォーム
アカデミーユニフォームもトップチーム同様、今季からリニューアルされる。

スポンサーロゴは、U-18は胸がHITACHI、背中がマブチモーター。U-15以下は胸がマブチモーターで背中がHITACHIとなる。
パンツは全カテゴリー共通でセーブ・ザ・チルドレンのロゴが掲出される。

U-18
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国際大会、海外遠征への取り組み

育成年代の様 な々サッカー大会の開催

日本体育大学柏高等学校との相互活動支援

レイソルアカデミーでは積極的に国際大会への参加を行っています。
国際大会で海外クラブとの真剣勝負を定期的に繰り返し、選手たちの成長へつなげていく強化を目的としています。

数年前から進めてきた試みによって、徐々に海外でもレイソルアカデミーの存在が認められるようになり、
現在は多くの招待を受けるまでに至りました。

柏レイソルアカデミーでは、各年代における地域のサッカー大会を毎年、スポンサー様のご協賛やご協力をいただき開催しております。柏髙
島屋ステーションモール様（株式会社髙島屋、東神開発株式会社）が協賛する「ローズカップ」は今年で28回目、「YONEX CUP」は7回目を
迎えます。また、地域のレベルアップや交流などを目的に、「柏レイソルカップ」（U-14、U-11、U-10）も毎年開催しております。

日本体育大学柏高等学校と相互支援契約を締結し、指導者の
派遣、練習環境の提供、学習スケジュールの調整など、柏レイソ
ルアカデミーと同校サッカー部の活動を相互で支援し合い、優
秀な選手育成に努めております。

U-12
スペイン遠征

2018
6/11〜6/19 AROUSA futbol 7

vsバレンシア（1-1）　vsPABELLON CF（2-2）　vsマンチェスターC（0-0）
vsデポルティーボ（1-2）　vsリヨン（0-1）
3分け2敗と勝利をあげられず悔しい結果に終わった。全てにおいてレベルアップの必要がある
と肌で感じられた事は、選手にとってかけがえのない経験になった。

U-15
イングランド遠征

2018
3/24〜4/2

WEST HAM UNITED
FC FOOTBALL CLUB

CUP2018

vs北アイルランド代表U-14（1-0）　vsバンクーバーホワイトキャップス（1-0）　
vsサンデフィヨルド（2-0）　vsウエストハム（2-0）　vsトッテナム・ホットスパー（3-3→PK5-3）
決勝戦では、フィジカル、技術、メンタリティー、どれもがこれまでの対戦相手を上回るクオリティ
であるトッテナムを相手に、一進一退の攻防の末、PK戦で勝利し優勝を果たした。

U-18
カタール遠征

2018
1/21〜1/31

Alkass International Cup
2018

vsトッテナム・ホットスパー（3-2）　vsPSG（1-1）　vsレアルマドリッド（3-2）　
vsベンフィカ（3-3→PK5-4）　vsPSG（1-2）
山中真監督が率いる柏U-18は、世界の一流クラブを相手に堂 の々戦いぶりで準優勝。日本からの
出場では過去最高の結果をおさめた。2019年も同大会に出場し、さらなる飛躍が期待される。

柏レイソル公式サイト・スクールページ ▶ http://www.reysol.co.jp/academy/school.php

柏レイソルアカデミーは、
●将来、レイソルの軸となる選手の育成
●世界で活躍できる選手の育成

●サッカー界で活躍できる選手（人間）の育成
●社会に貢献できる人間の育成
を目的とし活動しています。

サッカースクールではアカデミーのプレーコンセプトのもと、一
人ひとりの目的、体格、体力に合わせてトレーニングを行いま
す。個人の技術向上はもちろん、サッカー（スポーツ）を通して
健やかな心と身体を育めるよう支援し、将来的に地域や、社会
を支えていく人間の育成を目指し日々活動しております。

柏レイソルサッカースクール

学年	 練習日	 練習時間
1〜2年生	 火曜日または木曜日	 16：10〜17：15
3〜6年生	 水曜日または金曜日	 16：40〜17：55
スペシャルクラス（3年生）	火曜日	 18:00〜19:30

★対象・実施日時

学年	 コース	 会費
1〜2年生	 週1回	 月会費	5,500円（年会費	5,500円）
3〜6年生	 週1回	 月会費	6,500円（年会費	6,500円）

★会費
※入会初年度は、入会金が一律8,000円かかります
（年会費は必要ありません）。
※2年目以降の更新時には年会費がかかります。

★会場
日立柏総合グラウンド（千葉県柏市日立台1-2-50）
★指導者
張ヶ谷知樹	他アカデミーコーチ
★スクール体験
スクールに入会希望･興味を持った方は、サッカースクール
体験コース（無料）にご参加いただき、スクールの様子を
肌で感じてください。
※スペシャルクラス、その他サッカースクールの詳細に関して
は、柏レイソル公式サイト内・スクールページをご覧ください。

柏レイソルサッカースクール

柏レイソル巡回トレーニング

 EFFORTS to INTERNATIONAL COMPETITION  SOCCER SCHOOL

日立柏総合グラウンドで行われるサッカースクールとは別
に、ホームタウンおよび近隣地域の競技レベル向上を目的に
活動しているのが「柏レイソル巡回トレーニング」です。ホー
ムタウンエリアを中心として、主にジュニア年代を対象に、
巡回トレーニングを実施しております。

［活動内容］
★1回のトレーニングでの参加人数
1クール（土・日）20〜40名
★対象
各市各地域トレセン4、5年生
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学年	 対象者	 練習日	 練習時間
U-11	 小学5年生	 隔週木曜日	 18:45〜20:15
U-12	 小学6年生	 隔週木曜日	 18:45〜20:15

★対象・実施日時

区分	 定員	 会費
U-11	 12名	 入会金4,000円、月会費4,000円
U-12	 15名	 入会金4,000円、月会費4,000円

★会費
※入会初年度は、下記の入会金がかかります
（年会費は必要ありません）。
※2年目以降の更新時には年会費がかかります。

★場所
日立柏総合グラウンド（千葉県柏市日立台1-2-50）
★指導者
吉川脩人、木村真	GKコーチ　他アシスタントコーチ

柏レイソルGKスクール
本クラスは、ゴールキーパー専門指導者によるトレーニン
グを行い、GK育成ならびに技術のレベルアップと地域の
青少年健全育成を目指しています。
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