
受付 統括 後藤修平 ブロック長 

スタッフ 

・・・・・ 

 

サッカー 統括 久留 衆 サッカー技術委員 

ビギナー 統括 近藤 央 副ブロック長 

ビギナースタッフ コート名の横はコートチーフ （主審経験〇） 

A コート 安田晋一郎 岐阜ノード 

櫻井佐知⼦  Grazie 

三上 雅⼦  Grazie 

篠田 葉⼦  By Chance 

⼤野 仁嗣 スピードシューター 

朝⽇ 朱未 スピードシューター 

牧野 正久  Mr.Makino 

原田賢典  KHR 

益田真寿美 マロン（ハリネズミ） 

 

B コート 中山 彩佳 岐阜ノード 

五⼗嵐寿恵  塩嵐 

塩⾕ 晴敏⼦  塩嵐 

北野 潤⼆  KG.HR 

北野 久未  KG.HR 

新美 祐介  KG.HR 

瀬尾正⽂  Wink99 

恵美利達 ウインク９９ 

菅原 亜由美  真っ⿊タイヤ 

⽶津 嘉⼦  真っ⿊タイヤ 

中村 税   TT ブラザーズ 

⼆宮 焦  ふわふわ北⽃の健 

井上 哲也  岐阜ノード ◯ 

 

C コート 福留雅紀⼦ ⼤垣ノード  

髙井 祐介  ⽜乳定⾷ 〇 

森 圭太  ⽜乳定⾷ 〇 

⼤橋信⾏ ガキロボ HR 

吉田 直弥 ガキロボ HR 〇 

國枝 卓郎 へっぽこ 

ペルティエ ジャン  Black 

神丸義弘  ⽉光 

伊藤 雄⾺  KN 

永田 優⽃ 中津川ライト選手 

 

D コート 鵜飼 なみこ ⼤垣ノード  



横井直  Rising Sun 

横井 歩  Rising Sun 

⽵村芳美  R to R 

畠山 裕充 Ｒ to Ｒ 

杉山 由花  NEXUS 

福岡 真希⼦ スコーピオンズ 

北嶋 和久  KSKT 〇 

⾼畑 晋  KSKT 〇 

佐藤 陽⼦  1734 

⾼⽊真理⼦  1734 

 

ライトウエイト 統括 久留 衆 サッカー技術委員 / 川瀬尚志 ⼤垣ノード長 

ライトウエイトスタッフ コート名の横はコートチーフ （主審経験〇） 

Ｅコート 宮崎倫明 郡上ノード長 

⾺場 英⾥  GUJO ROBO 

野村隆光  GR7 

入⽊田真希⼦  Light ship 

森 一宗  RAIZOU 

熊⾕千春 れんすけ 

各務政幸 スピカ 〇 

川地皇平  Alice（オープン） 

古川 辰雄    GR7 

 

Ｆコート 三浦秀輝 副ブロック長 

野村直⼦  GR7 

⾚塚良成  Light Ship 〇 

本川正⼈  ONE TEAM 

奥原修⽣ Ｚ６ 

⾺場 裕⼦ レーヴェ 

滝川晃⽣  ＯＢ〇 

 

Ｇコート 山内洋司 SWITCH 

益田 祐次 ハリネズミ 

山田真司  RAIZOU 

山田 美奈⼦  ONE TEAM 

間宮 健⼆ スピカ 

宮⾥ さおり  Root41 〇 

鈴⽊ 拓矢  ＯＢ〇 

⾚塚 裕⼦ Light Ship  

 

 

プレゼン審査 統括 鈴⽊伸明 前技術委員 

スタッフ  名前後ろ ABCはコンビ振り分け 



ビギナーチーフ ⽊下寿治 ブロック事務局 

ライトオープンチーフ 鈴⽊伸明 

⽊下寿治 A 

久留亜理⼦ A Root41 

國枝周志Ｂ オンステージ技術委員（オンステージ審査員 兼） 

浅野暁⼦Ｂ サッカー技術委員（オンステージ審査員 兼） 

鈴⽊伸明 C  

後藤悠希 C ＯＢ 

 

オープン 統括 鈴⽊伸明 

スタッフ プレゼン審査員 兼任 

鈴⽊伸明 

後藤悠希 

 

レスキュー 統括 後藤勝也/各務友浩 レスキュー技術委員 

取りまとめ 福永 繁隆 岐南工業 

車検  

片田 貴代志 中津川ノード (終了後 B コート) 

牧野 幸寛 中津川ノード (終了後 A コート) 

プレゼン審査  

各務友浩 

飯田 操  岐南工業 

Ａコート 

和田 一則 岐南工業 

澤田諒太 ぎふオープン 

荘加裕之 わさび 

富田 千織 S2 

今井 皓陽 岐南工業 

川瀨 翔⼤ 岐南工業 

後藤 遥飛 岐南工業 

Ｂコート 

佐々⽊俊哉 TMFL 

成瀬彩夏 恵那⾼校 

一⽊笙⼈ ERCR-1 

中野 碧⽃ 岐南工業⽣徒 

山村 宗太朗 岐南工業⽣徒 

藤田⽂彦 ⼤垣ノード 

戸島 京平 ぎふオープン 

 

オンステージ 統括 丹羽尚⼦ オンステージ技術委員 

審査員 

國枝周志 （サッカープレゼン審査 兼） 

浅野暁⼦ （サッカープレゼン審査 兼） 


