
ロアッソ熊本 2023トップチーム

【スタッフ】12名

氏名 ふりがな 生年月日

大木 武 おおき　たけし 1961/07/16

藤本 主税 ふじもと　ちから 1977/10/31

髙橋 泰 たかはし　ゆたか 1980/09/29

増嶋 真也 ますしま　しんや 1990/02/19

伊藤 竜一 いとう　りゅういち 1976/10/29

山本 良一 やまもと　りょういち 1976/09/11

新任 河村 俊平 かわむら しゅんぺい 1991/11/15

新任 原田 剛志 はらだ つよし 1996/10/21

長﨑 文彦 ながさき　ふみひこ 1945/04/01

磧上 智志 せきがみ　さとし 1990/02/01

仲村 翔 なかむら　しょう 1996/07/24

塩井川 建太 しおいかわ　けんた 2000/07/19

【選手】29名

背番号 ポジション 氏　名 ふりがな 生年月日 身長 体重 前所属チーム 出身

1 GK 田代 琉我 たしろ　りゅうが 1998/08/27 185 88 国士舘大学 神奈川県

★登録ポジション変更 2 DF 黒木 晃平 くろき　こうへい 1989/07/31 175 70 サガン鳥栖 熊本県（大津町）

完全移籍 3 MF 大西 遼太郎 おおにし りょうたろう 1997/11/24 179 74 FC岐阜 静岡県

★背番号変更 4 MF 藤田 一途 ふじた いっと 1999/06/30 175 72 仙台大学 神奈川県

★背番号変更 5 DF 阿部 海斗 あべ かいと 1999/06/18 175 70 福岡大学 福岡県

完全移籍 6 DF 岡崎 慎 おかざき まこと 1998/10/10 181 77 FC東京 東京都

7 MF 田辺 圭佑 たなべ けいすけ 1992/03/29 170 72 鹿児島ユナイテッドFC 埼玉県

8 MF 上村 周平 かみむら　しゅうへい 1995/10/15 165 63 ロアッソ熊本ユース 熊本県（益城町）

完全移籍 9 MF 大本 祐槻 おおもと ゆうき 1994/09/24 176 69 FC琉球 滋賀県

10 MF 伊東 俊 いとう　しゅん 1987/10/29 165 64 京都サンガF.C. 北海道

11 FW 粟飯原 尚平 あいはら しょうへい 1996/05/26 178 75 FC岐阜 北海道

13 GK 増田 卓也 ますだ たくや 1989/06/29 185 80 FC町田ゼルビア 広島県

14 MF 竹本 雄飛 たけもと　ゆうひ 1997/08/19 176 70 立命館大学 広島県

15 MF 三島 頌平 みしま しょうへい 1995/11/20 176 72 FC岐阜 岐阜県

完全移籍 16 MF 松岡 瑠夢 まつおか りむ 1998/07/22 177 65 栃木SC 東京都

★背番号変更 17 MF 平川 怜 ひらかわ れい 2000/04/20 176 72 FC東京 東京都

完全移籍 18 FW 石川 大地 いしかわ だいち 1996/02/22 178 73 ガイナーレ鳥取 茨城県

完全移籍 19 MF 島村 拓弥 しまむら たくや 1999/03/06 170 59 FC今治 岡山県

新加入 20 FW 大崎 舜 おおさき しゅん 2000/04/15 189 80 福岡大学 鹿児島県

新加入 21 MF 豊田 歩 とよだ あゆむ 2000/11/25 171 67 中央大学 東京都

新加入 22 DF 相澤 佑哉 あいざわ ゆうや 2000/10/17 178 70 駒澤大学 熊本県（八代市）

23 GK 佐藤 優也 さとう　ゆうや 1986/02/10 186 90 ジェフユナイテッド千葉 千葉県

★登録ポジション変更 24 DF 江﨑 巧朗 えざき たくろう 2000/02/05 177 68 駒澤大学 熊本県（熊本市）

新加入 25 MF 東郷 翼 とうごう つばさ 2000/08/23 169 66 日本体育大学 茨城県

新加入 26 DF 宮㟢 海斗 みやざき かいと 2000/11/29 183 75 鹿屋体育大学 熊本県（熊本市）

27 MF 谷山 湧人 たにやま ゆうと 2003/10/31 170 60 ロアッソ熊本ユース 熊本県（宇土市）

28 FW 土信田 悠生 としだ ゆうせい 1999/07/23 182 76 駒澤大学 山口県

昇格 29 FW 道脇 豊 みちわき　ゆたか 2006/04/05 186 70 ロアッソ熊本ユース 熊本県（熊本市）

30 MF 東山 達稀 ひがしやま たつき 1999/06/03 167 69 静岡産業大学 新潟県

副務 愛知県

フィジカル・アドバイザー 長野県

主務 熊本県（菊池市）

副務 埼玉県

チーフトレーナー 東京都

アスレティックトレーナー 静岡県

マッサー 埼玉県

コーチ 東京都

コーチ 千葉県

GKコーチ 千葉県

役職 出身

監督 静岡県

ヘッドコーチ 山口県


