
平成１４年度　国　体　成　年　候　補　活　動　実　績
６月２０日（木） 磯上公園球技場（19：30～）：練習試合（３５分ハーフ）

兵庫成年候補 ３ １ －　１ １ 兵庫少年候補
２ －　０

＜成年候補メンバー＞
ＧＫ　豊田毅（三洋）【西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙ）】
ＤＦ　井上浩次（神戸）　岩田順司（神戸）　中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　鈴村拓也（神戸）　本屋敷憲吾（神戸）【北川智史（神戸）】　小泉準一（神戸）　溝口直宏（市役所）【岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）】
ＦＷ　亀谷涼（神戸）　松浪亨（神戸）【岩田博行（神戸）】
＜少年候補メンバー＞
ＧＫ　高橋伸明（ｳﾞｨｯｾﾙ）【井上哲也（市尼崎）】
ＤＦ　河本康史（県伊丹）　大西勇樹（県宝塚）　西本幸司（滝川二）　山田崇洋（ｳﾞｨｯｾﾙ）【松田智志（市尼崎）】
ＭＦ　野見啓介（滝川二）　打田秀人（滝川二）　稲田瑞穂（ｳﾞｨｯｾﾙ）　樋口和也（ｾﾚｯｿ）
ＦＷ　瀧原直杉（滝川二）【新井俊樹（滝川二）】　安村翼（滝川二）

＜得点経過＞
前半６分（少年） ０　－　１ 中央 打田 → 樋口Ｓ

前半２２分（成年） １　－　１ 左サイド 亀谷 → 松浪Ｓ
後半１０分（成年） ２　－　１ 中央 西川 ↑ 松浪Ｈ　→ 亀谷Ｓ
後半３３分（成年） ３　－　１ 中央 × 岩田（博）Ｓ

６月２７日（木） 磯上公園球技場（19：45～）：練習試合（３０分ハーフ）

兵庫成年候補 ５ ３ －　１ １ 神　戸　Ｆ　Ｃ
２ －　０

＜成年候補メンバー＞
ＧＫ　豊田毅（三洋）
ＤＦ　松永正利（神戸）【井上浩次（神戸）】　岩田順司（神戸）　中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　松本満生（ｾﾝﾄﾗﾙ）【鈴村拓也（神戸）】　溝口直宏（市役所）【岡本浩司】　岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）　亀谷涼（神戸）
ＦＷ　岩田博行（神戸）【小泉準一（神戸）】　松浪亨（神戸）【溝口直宏（市役所）】

＜得点経過＞
前半１５分（兵庫） １　－　０ 左サイド 松浪 → 岩田（博）　→ 鈴村Ｓ
前半２６分（神戸） １　－　１ 左サイド 白井 → 木戸Ｓ
前半２８分（兵庫） ２　－　１ 右サイド 岩田（博）　→ 亀谷Ｓ
前半２９分（兵庫） ３　－　１ 中央 岡本 → 溝口Ｓ
後半１６分（兵庫） ４　－　１ 右サイド 岡本 → 亀谷Ｓ
後半１９分（兵庫） ５　－　１ 中央 亀谷 → 岡本 → 小泉Ｓ

７月６日（土） 姫路獨協大学Ｇ（12：50～）：練習試合（４５分ハーフ）

兵庫成年候補 ３ １ －　０ １ 姫路獨協大学
２ －　１

＜成年候補メンバー＞
ＧＫ　西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙ）【豊田毅（三洋）】
ＤＦ　井上浩次（神戸）　岩田順司（神戸）　小林寿夫（神戸）【成瀬貴史（神戸）】　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）【黒田達也（神戸）】 北川智史（神戸）【中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）】 岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）【石井敏之（三洋）】 小泉準一（神戸）【岡本浩司】
ＦＷ　間島敦（三洋）【岩田博行（神戸）】　松浪亨（神戸）

＜得点経過＞
前半２０分（兵庫） １　－　０ 右サイド 小林 ↑ 間島 → ＯＧ
後半２８分（兵庫） ２　－　０ 左コーナキック 岡本 ↑ 平井ＨＳ
後半３５分（兵庫） ３　－　０ 中央 北川 → 岩田（博）Ｓ
後半４５分（姫路） ３　－　１ 中央 × ？　Ｓ

７月１３日（土） 五大都市体育大会（名古屋・港サッカー場）11：00～（３５分ハーフ）

神　戸　市 ２ ２ －　０ ３ 大　阪　市
０ －　３

＜神戸市メンバー＞
ＧＫ　西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＤＦ　井上浩次（神戸）　岩田順司（神戸）　小林寿夫（神戸）　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）【黒田達也（神戸）】　本屋敷憲吾（神戸）　小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）　岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）【溝口直宏（市役所）】
ＦＷ　亀谷涼（神戸）　松浪亨（神戸）【間島敦（三洋）】

＜得点経過＞
前半１３分（神戸） １　－　０ 中央 相手ＧＫ　↑ 本屋敷Ｈ　→ 亀谷 → 松浪Ｓ
前半１７分（神戸） ２　－　０ 左サイド 岡本ＣＫ　↑ 亀谷ＨＳ
後半１３分（大阪） ２　－　１ 右サイド ？　↑ ７ＨＳ
後半２４分（大阪） ２　－　２ 中央 ～１４Ｓ
後半３０分（大阪） ３　－　２ 中央 × ９Ｓ

五大都市体育大会（名古屋・港サッカー場）15：30～（３５分ハーフ）

神　戸　市 ２ ０ －　１ ２ 横　浜　市
２ －　１
５ ＰＫ　６

＜神戸市メンバー＞
ＧＫ　豊田毅（三洋）
ＤＦ　井上浩次（神戸）　岩田順司（神戸）【小林寿夫（神戸）】　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）　中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　黒田達也（神戸）【松浪亨（神戸）】　本屋敷憲吾（神戸）　小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）　岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）　間島敦（三洋）【石井敏之（三洋）】
ＦＷ　溝口直宏【亀谷涼（神戸）】

＜得点経過＞
前半６分（横浜） ０　－　１ 左サイド １５ → １０ＨＳ
後半２分（神戸） １　－　１ 中央 岡本ＦＫ直接
後半５分（神戸） ２　－　１ 中央 岡本ＦＫ　壁に当り 岡本Ｓ
後半８分（横浜） ２　－　２ 中央 ～１４Ｓ

【ＰＫ合戦】 中西　　小林　平井 本屋敷 岡本 小田 　石井
神戸 　○　　　○　　　○ 　　× 　　○ 　　○ 　　× 　　　
横浜 　○　　　○　　　× 　　○ 　　○ 　　○ 　　○ 　　　

　９　　　１６　　　５　　　１５ 　１４ 　　１１ 　　８
７月２１日（日） 王子公園陸上競技場（14：00～）：練習試合（３５分ハーフ）

兵庫成年候補 ９ ５ －　０ ０ 神戸市役所
４ －　０

＜成年候補メンバー＞
ＧＫ　池谷（神戸）【西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙ）】
ＤＦ　井上浩次（神戸）　小林寿夫（神戸）　黒田達也（神戸）　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　本屋敷憲吾（神戸）　小泉準一（神戸）　小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）　岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＦＷ　岩田博行（神戸）　溝口直宏（市役所）【間島敦（三洋）】

＜得点経過＞
前半１２分（兵庫） １　－　０ 左サイド 平井 → 小泉Ｓ
前半１５分（兵庫） ２　－　０ 右サイド 溝口 → 小泉Ｓ
前半１９分（兵庫） ３　－　０ 左サイド 黒田 ↑ 溝口ＨＳ
前半３０分（兵庫） ４　－　０ 右サイド 本屋敷 → 岡本 ↑Ｓ
前半３１分（兵庫） ５　－　０ 左サイド 岡本 → 岩田Ｓ
前半１４分（兵庫） ６　－　０ 中央 岡本 → 小泉 → 溝口Ｓ
前半２５分（兵庫） ７　－　０ 左サイド 岩田 → 間島Ｓ
前半３０分（兵庫） ８　－　０ 中央 間島 → 岩田Ｓ
前半３１分（兵庫） ９　－　０ 中央 間島 → 小泉 → 間島Ｓ



７月２６日（金） 磯上公園球技場（19：30～）：練習試合（３５分ハーフ）

兵庫成年候補 ３ ３ －　２ ２ 滝川第二高校
０ －　０

＜成年候補メンバー＞
ＧＫ　西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙ）【豊田毅（三洋）】
ＤＦ　井上浩次（神戸）　岩田順司（神戸）　岩田博行（神戸）【小林寿夫（神戸）】
ＭＦ　黒田達也（神戸）　本屋敷憲吾（神戸）　小泉準一（神戸）　小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）　岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）【間島敦（三洋）】
ＦＷ　亀谷涼（神戸）　松浪亨（神戸）

＜得点経過＞
前半４分（兵庫） １　－　０ 中央 亀谷 → 岡本 → 松浪Ｓ

前半１１分（滝川） １　－　１ 右サイド 15．田岡 ↑ ４．大城ＨＳ
前半１２分（兵庫） ２　－　１ 左サイド 本屋敷 → 亀谷 → 本屋敷Ｓ
前半１５分（滝川） ２　－　２ 右ＣＫ　15．田岡 ↑ 19．西本Ｈ　↑ 23．廣瀬ＨＳ
前半３２分（兵庫） ３　－　２ 左サイド 岡本 ↑ 松浪Ｓ

８月１０日（土） 金沢市民サッカー場（14：15～）：練習試合（３５分ハーフ＋延長Ｖゴール＋ＰＫ合戦）

兵庫成年選抜 ３ ３ －　０ ０ 石川成年選抜
０ －　０
延 長

０ ０ －　０ ０
０ －　０
１ ＰＫ　４

＜成年候補メンバー＞
ＧＫ　豊田毅（三洋）【西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙ）】
ＤＦ　井上浩次（神戸）　岩田順司（神戸）　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）【小林寿夫（神戸）】　中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　黒田達也（神戸）【石井敏之（三洋）】　小泉準一（神戸）　小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）　岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）【間島敦（三洋）】
ＦＷ　亀谷涼（神戸）　溝口直宏（市役所）【岩田博行（神戸）】

＜得点経過＞
前半５分（兵庫） １　－　０ 中央 × 小田 ↑ 溝口↑Ｓ

前半２０分（兵庫） ２　－　０ 左サイド ～溝口 ↑ 小田Ｓ
前半２７分（兵庫） ３　－　０ 小田ＰＫ

【ＰＫ合戦】 　２　　　１３　　　６　　　８
石川 　○　　　○　　　○ 　　○
兵庫 　○　　　×　　　× 　　　　　　

石井　　黒田　岩田（博）
８月１１日（日） 宇ノ気総合公園陸上競技場（10：00～）：練習試合（３５分ハーフ＋延長Ｖゴール＋ＰＫ合戦）

兵庫成年選抜 ３ ２ －　１ １ ＦＣルース
１ －　０
延 長

０ ０ －　０ ０
０ －　０
４ ＰＫ　２

＜成年候補メンバー＞
ＧＫ　西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙ）【豊田毅（三洋）】
ＤＦ　井上浩次（神戸）【溝口直宏】　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）　小林寿夫（神戸）【岡本浩司】　中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）【岩田順司（神戸）】
ＭＦ　本屋敷憲吾（神戸）　石井敏之（三洋）【黒田達也（神戸）】　小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）　岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）【小泉準一（神戸）】
ＦＷ　間島敦（三洋）【亀谷涼（神戸）】　溝口直宏（市役所）【岩田博行（神戸）】

＜得点経過＞
前半１分（兵庫） １　－　０ 左ＣＫ　岡本 ↑ ＤＦ　Ｈ　→ 溝口Ｓ
前半９分（ﾙｰｽ） １　－　１ 中央 × １１Ｓ

前半２３分（兵庫） ２　－　１ 右サイド 中西 → 溝口 → 石井Ｓ
後半３１分（兵庫） ３　－　１ 中央 小田 → 本屋敷Ｓ

【ＰＫ合戦】 亀谷　　溝口　岡本 　小田
兵庫 　○　　　○　　　○ 　　○
ﾙｰｽ 　×　　　○　　　○ 　　×

　２１　　　４　　　７　　　　５
８月１４日（水） いぶきの森（19：15～）：練習試合（４０分ハーフ）

兵庫成年候補 ５ ２ －　０ １ ｾﾝﾄﾗﾙSC神戸
３ －　１

＜成年候補メンバー＞
ＧＫ　西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙ）【豊田毅（三洋）】
ＤＦ　井上浩次（神戸）　平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）【黒田達也（神戸）】　中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）【岩田順司】　岩田順司（神戸）【小林寿夫（神戸）】
ＭＦ　本屋敷憲吾（神戸）　北川智史（神戸）　岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）【間島敦（三洋）】　小泉準一（神戸）【石井敏之（三洋）】
ＦＷ　亀谷涼（神戸）【岩田博行（神戸）】　松浪亨（神戸）【溝口直宏（市役所）】

＜得点経過＞
前半２６分（兵庫） １　－　０ 左サイド 小泉ＦＫ直接Ｓ
前半３１分（兵庫） ２　－　０ 中央 北川 → 亀谷Ｓ
後半４分（兵庫） ３　－　０ 間島ＰＫ

後半１５分（兵庫） ４　－　０ 左サイド × 北川Ｓ
後半１９分（神戸） ４　－　１ 中央 ～武田Ｓ
後半３８分（兵庫） ５　－　１ 左サイド 溝口 → 間島Ｓ

８月１６日（金） 国体近畿ブロック大会（滋賀県・佐川急便守山陸上競技場）：１回戦
　 ①12：00～　滋賀県 ２－０ 奈良県

②14：00～

兵　庫　県 １ １ －　０ ０ 和　歌　山　県
０ －　０

＜兵庫県メンバー＞
ＧＫ　12．豊田毅（三洋）
ＤＦ　４．井上浩次（神戸）　20．黒田達也（神戸）　８．中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）　３．岩田順司（神戸）【２．小林寿夫（神戸）】
ＭＦ　６．本屋敷憲吾（神戸）【16．溝口直宏（市役所）】　７．北川智史（神戸）　13．岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ）　９．小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＦＷ　11．間島敦（三洋）　15．松浪亨（神戸）【14．亀谷涼（神戸）】

＜得点経過＞
前半３４分（兵庫） １　－　０ 中央 × 11．間島Ｓ

８月１７日（土） 国体近畿ブロック大会（滋賀県・佐川急便守山陸上競技場）：準決勝
③12：00～　滋賀県 ０－３ 大阪府

　 ④14：00～

兵　庫　県 ３ ２ －　０ ０ 京　都　府
１ －　０

＜兵庫県メンバー＞
ＧＫ　12．豊田毅（三洋）
ＤＦ　４．井上浩次（神戸）【２．小林寿夫（神戸）】　20．黒田達也（神戸）　８．中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）　３．岩田順司（神戸）　５．平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　14．亀谷涼（神戸）【13．岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙ】　７．北川智史（神戸）　10．小泉準一（神戸）　９．小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＦＷ　16．溝口直宏（市役所）【15．松浪亨（神戸）】

＜得点経過＞
前半４分（兵庫） １　－　０ 中央 10．小泉 → 14．亀谷Ｓ
前半５分（兵庫） ２　－　０ 左サイド ～10．小泉Ｓ

後半３４分（兵庫） ３　－　０ 中央 ～15．松浪Ｓ
８月１８日（日） 国体近畿ブロック大会（滋賀県・佐川急便守山陸上競技場）：決勝【代表決定戦】

⑤11：00～



　 兵　庫　県 ２ ２ －　２ ３ 大　阪　府
０ －　１

＜兵庫県メンバー＞
ＧＫ　12．豊田毅（三洋）
ＤＦ　６．本屋敷憲吾（神戸）【２．小林寿夫（神戸）】　20．黒田達也（神戸）　８．中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙ）　３．岩田順司（神戸）　５．平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＭＦ　14．亀谷涼（神戸）　７．北川智史（神戸）　10．小泉準一（神戸）【11．間島敦（三洋）】　９．小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙ）
ＦＷ　16．溝口直宏（市役所）【19．岩田博行（神戸）】

＜得点経過＞
前半１１分（大阪） ０　－　１ 中央 × ２０Ｓ
前半１６分（大阪） ０　－　２ 右サイド × １１ＨＳ
前半３１分（兵庫） １　－　２ 10．小泉ＰＫ
前半３４分（兵庫） ２　－　２ 右サイド ～16．溝口Ｓ
後半１８分（大阪） ２　－　３ 右サイド ２０ＦＫ　↑ １０ＨＳ

平成１４年度　兵庫県成年代表選手
スタッフ 選 手
監督：松永正利（神戸ＦＣ） 　１．西川智一郎（ｾﾝﾄﾗﾙSC神戸） １１．間島敦（三洋電機洲本）
コーチ：松本満生（ｾﾝﾄﾗﾙSC神戸） 　２．小林久夫（神戸ＦＣ） １２．豊田毅（三洋電機洲本）
コーチ：相坂久夫（三洋電機洲本） 　３．岩田順司（神戸ＦＣ） １３．岡本浩司（ｾﾝﾄﾗﾙSC神戸）
コーチ：小宮康二（明倫クラブ） 　４．井上浩次（神戸ＦＣ） １４．亀谷涼（神戸ＦＣ）
主務：山本幸夫（ＦＣ加古川） 　５．平井秀尚（ｾﾝﾄﾗﾙSC神戸） １５．松浪亨（神戸ＦＣ）
主務：松本猛（神戸市役所） 　６．本屋敷憲吾（神戸ＦＣ） １６．溝口直宏（神戸市役所）
主務：坂根孝行（神戸市役所） 　７．北川智史（神戸ＦＣ） １７．石井敏之（三洋電機洲本）

　８．中西雅裕（ｾﾝﾄﾗﾙSC神戸） １９．岩田博行（神戸ＦＣ）
　９．小田一哉（ｾﾝﾄﾗﾙSC神戸） ２０．黒田達也（神戸ＦＣ）
１０．小泉準一（神戸ＦＣ）
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