
ブロック チーム名 選手名 警告日 警告 警告内容 備考 出場停止対象試合 記録チェック要

1部 ＦＣクラフト 赤木　荘太 7月2日 警告① 反スポ

1部 ＦＣクラフト 小川　貴之 6月25日 警告① 反スポ

1部 ＦＣクラフト 櫻井　翔太 4月30日 警告① タックル

1部 ＦＣクラフト 谷内　開 6月25日 警告① ラフ

1部 ＦＣクラフト 福田　恭兵 10月8日 警告① ラフ

1部 ＦＣクラフト 福田　恭兵 10月15日 警告② 繰り返し 累積：出場停止１試合

1部 ＦＣクラフト 福田　祐真 6月25日 警告① 反スポ

1部 ＦＣ水島 稲田 賢太 7月9日 警告① ラフ

1部 ＦＣ水島 稲田 賢太 9月24日 警告② ラフ 累積：出場停止１試合 10/1

1部 ＦＣ水島 稲田 賢太 10月1日 出場停止消化

1部 ＦＣ水島 高佐 怜央 5月21日 警告① ラフ

1部 ＦＣ水島 冨谷 政則 6月11日 警告① ラフ

1部 ＦＣ水島 冨谷 政則 6月18日 警告② 反スポ 累積：出場停止１試合 6/25

1部 ＦＣ水島 冨谷 政則 6月25日 出場停止消化

1部 ＦＣ水島 横山 直昌 5月21日 警告① ラフ

1部 ＦＣ水島 浅山 祐介 6月11日 警告① 反スポ

1部 ＦＣ水島 大森 誉由 10月22日 警告① 反スポ

1部 ＦＣ水島 谷口　涼介 5月21日 警告① ラフ

1部 ＦＣ水島 田中 宏昌 9月24日 警告① 反スポ

1部 Ｈレジェンズ 三島　康孝 8月27日 警告① 乱暴

1部 Ｈレジェンズ 井上　圭祐 5月21日 警告① 反スポ

1部 Ｈレジェンズ 横尾　泰正 9月24日 警告① ラフ

1部 Ｈレジェンズ 金光　栄大 10月22日 警告① 繰り返し

1部 Ｈレジェンズ 高村　厚摩 9月3日 警告① ラフ

1部 Ｈレジェンズ 上原　諒也 9月10日 警告① 異議

1部 Ｈレジェンズ 水野　崚 10月1日 警告① 反スポ

1部 Ｈレジェンズ 福田　勲 10月1日 警告① 距離

1部 K'2玉野FC 石井　一輝 10月15日 警告① 反スポ

1部 K'2玉野FC 磯野　智史 7月2日 警告① 反スポ

1部 K'2玉野FC 小西　悠太 5月21日 警告① 反スポ

1部 K'2玉野FC 小西　悠太 6月25日 警告② ラフ 累積：出場停止１試合 7/2

1部 K'2玉野FC 小西　悠太 7月2日 出場停止消化

1部 K'2玉野FC 武田　朋己 10月22日 警告① ラフ

1部 K'2玉野FC 田村　亮太 6月4日 警告① ラフ

1部 K'2玉野FC 前田　勇樹 10月8日 警告① ラフ

1部 K'2玉野FC 三島　康平 9月24日 出場停止消化

1部 K'2玉野FC 三島　康平 10月1日 出場停止消化

1部 K'2玉野FC 三島　康平 ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ選手権 中国地域大会　退場 出場停止：9/24　10/1 9/24 10/1

1部 K'2玉野FC 片山　準平 10月22日 警告① ラフ

1部 ＲＫクラシック 橋本　太輝 9月3日 警告① ラフ

1部 ＲＫクラシック 森　吉朗 6月11日 警告① ラフ

1部 オール山陽 池田　修康 10月8日 警告① 遅延

1部 オール山陽 浦上　翔 7月16日 警告① 反スポ

1部 オール山陽 清水　圭介 11月5日 警告① 異議

1部 オール山陽 末吉　洋一 8月27日 警告① 反スポ

1部 オール山陽 妹尾　圭祐 7月16日 警告① ラフ

1部 オール山陽 真鍋　一基 4月30日 警告① ラフ

1部 オール山陽 真鍋　一基 9月3日 警告② 反スポ 累積：出場停止１試合 9/24

1部 オール山陽 真鍋　一基 9月24日 出場停止消化

1部 オール山陽 宮澤　勇気 8月27日 警告① ラフ

1部 オール山陽 宮澤　勇気 10月8日 警告② 反スポ 累積：出場停止１試合 10/29

1部 オール山陽 宮澤　勇気 10月29日 出場停止消化

1部 オール山陽 山本　祐樹 7月16日 警告① 反スポ

1部 オール山陽 渡部　伊織 8月27日 警告① 繰り返し

1部 ヒーロ備前 井町　圭介 10月15日 警告① ラフ

1部 ヒーロ備前 山崎  剛宏 6月25日 警告① 遅延

1部 ヒーロ備前 山崎  剛宏 10月15日 警告② 反スポ 累積：出場停止１試合 12/3

1部 ヒーロ備前 竹内  雅人 8月27日 警告① 繰り返し

1部 ヒーロ備前 藤原  奨馬 5月7日 警告① 反スポ

1部 ヒーロ備前 藤原  静馬 7月16日 警告① 反スポ

1部 ヒーロ備前 薮井　樹 8月27日 警告① ラフ

1部 ヒカリテック 安藤　哲平 9月24日 警告① 反スポ

1部 ヒカリテック 安藤　哲平 11月5日 警告② 遅延 累積：出場停止１試合

1部 ヒカリテック 井上　智裕 7月2日 警告① ラフ

1部 ヒカリテック 一ノ瀬　康貴 7月2日 警告① 反スポ

1部 ヒカリテック 高山　健太 7月16日 警告① 反スポ

1部 ヒカリテック 山本　庄太 10月22日 警告① 遅延

1部 ヒカリテック 中村　翔 6月18日 警告① ラフ

1部 ヒカリテック 難波　浩司 10月22日 警告① 異議

1部 フォース 河原　良祐 5月21日 警告① ラフ

1部 フォース 木村　雄也 10月15日 警告① 繰り返し

1部 フォース 田中　優 9月3日 警告① ラフ

1部 フォース 田中　優 11月5日 警告② 反スポ 累積：出場停止１試合 11/19

1部 フォース 西山　蔵人 10月8日 警告① 反スポ

1部 フォース 畠瀬　拓也 10月8日 警告① 反スポ

1部 フォース 畠瀬　拓也 11月19日 警告② 繰り返し 累積：出場停止１試合 1/14 *

1部 フォース 藤川　慎也 7月2日 警告① 反スポ

1部 岡山クラブ 西山　大貴 10月1日 警告① 反スポ

1部 岡山クラブ 福田　潤 10月15日 警告① 去

1部 岡山クラブ 西岡　拓馬 6月11日 警告① 反スポ

1部 岡山クラブ 藤原　輝也 5月7日 警告① 反スポ
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1部 岡山クラブ 米田　拡二 6月25日 警告① ラフ

1部 環太平洋大クラブ 一瀬　佳佑 7月16日 警告① ラフ

1部 環太平洋大クラブ 大溝　和久 6月25日 警告① ラフ

1部 環太平洋大クラブ 草地　悠人 4月30日 警告① 異議

1部 環太平洋大クラブ 洪　健 9月3日 警告① 反スポ

1部 環太平洋大クラブ 椎葉　哲新 10月22日 警告① 反スポ

1部 環太平洋大クラブ 渋谷　崇幸 10月22日 警告① ラフ

1部 環太平洋大クラブ 角南　瞬史 7月16日 警告① 反スポ

1部 環太平洋大クラブ 藤原　健次 7月9日 警告① ラフ

1部 環太平洋大クラブ 平識　善史 7月30日 警告① 遅延

1部 環太平洋大クラブ 松尾　竜馬 5月21日 警告① ラフ

1部 環太平洋大クラブ 松尾　竜馬 9月24日 警告② 異議 累積：出場停止１試合 10/8

1部 環太平洋大クラブ 松尾　竜馬 10月8日 出場停止消化

1部 美作グランジャー 石田　尚也 11月5日 警告①

1部 美作グランジャー 小林　敬幸 6月18日 警告① ラフ

1部 美作グランジャー 綱沢　啓太 6月18日 警告① 反スポ

1部 美作グランジャー 綱沢　啓太 9月10日 警告② ラフ 累積：出場停止１試合 10/8

1部 美作グランジャー 綱沢　啓太 10月8日 出場停止消化

1部 美作グランジャー 綱沢　啓太 12月3日 警告③ 反スポ

1部 美作グランジャー 姫田　憲治 6月18日 警告① 反スポ

1部 美作グランジャー 福田　茂樹 10月8日 警告① 反スポ

1部 美作グランジャー 福田　茂樹 11月5日 警告②③→退場 累積：出場停止１試合 12/3

1部 美作グランジャー 福永　昂平 7月9日 警告① ラフ

1部 美作グランジャー 山本　輝 6月25日 警告① ラフ

1部 美作グランジャー 山本　輝 7月9日 警告② 繰り返し 累積：出場停止１試合 7/23

1部 美作グランジャー 山本　輝 7月23日 出場停止消化

1部 美作グランジャー 児玉 友和 7月30日 警告① ラフ

1部 美作グランジャー 児玉 友和 10月8日 警告② 反スポ 累積：出場停止１試合 11/5

1部 美作グランジャー 児玉 友和 11月5日 出場停止消化

2A ＦＣケルン 榊原 湧太 7月16日 警告① 繰り返し

2A ＦＣケルン 三村 弦太 5月21日 警告① 反スポ

2A ＯＴＣクラシコ 小松　優太 6月11日 警告① 反スポ

2A ＯＴＣクラシコ 小松　優太 9月24日 退場 危険行為 出場停止対象試合数は通達による 11/19

2A ＯＴＣクラシコ 高田　陽平 12月17日 警告① 遅延

2A ＯＴＣクラシコ 大田　塁 12月17日 警告① ラフ

2A ＰＭＡ倉敷 掛碆　孝太 6月11日 警告① ラフ

2A ＰＭＡ倉敷 菊伊　寛至 6月11日 警告① ラフ

2A ＰＭＡ倉敷 平松　伸基 7月30日 警告① 反スポ

2A ＰＭＡ倉敷 溝部　直己 10月22日 警告① 反スポ

2A アルシオン 岩谷　勇哉 9月24日 退場 危険行為 出場停止対象試合数は通達による 11/19

2A アルシオン 後藤　裕馬 9月24日 警告① ラフ

2A アルシオン 清水　賢太郎 6月18日 警告① ラフ

2A アルシオン 平田　　竜 11月26日 警告① ラフ

2A エッジ 福間友基 5月21日 警告① ラフ

2A パッション 梶並　慎司 11月26日 警告① ラフ

2A パッション 原田　将義 10月22日 警告① 反スポ

2A パッション 大本　健史 7月9日 警告① ラフ

2A パッション 淵本　諭 11月26日 警告① 反スポ

2A パッション 片山　知紀 7月9日 警告① ラフ

2A リヴェルダージ 森里　絋二 10月8日 警告① ラフ

2A リヴェルダージ 坂元　寛樹 10月29日 警告① 反スポ

2A リヴェルダージ 木原　亮 5月28日 警告① 遅延

2A リヴェルダージ 木原　亮 10月8日 警告② ラフ 累積：出場停止１試合 10/29

2A リヴェルダージ 木原　亮 10月29日 出場停止消化

2A リヴェルダージ 薮木　恵介 10月29日 警告① 反スポ

2A 岡山市役所  秦野　翼  9月10日 警告① ラフ

2A 岡山市役所  立石　絋士  11月26日 警告① 遅延

2A 岡山市役所 妹尾　佳郎 10月8日 警告① ラフ

2A 鏡野セレーナ 西村　真弥 10月22日 警告① 反スポ 登録該当者なし

2A 鏡野セレーナ 宇治　賢壱 7月30日 警告① 反スポ

2A 鏡野セレーナ 古市　洋平 10月22日 警告① 反スポ

2A 鏡野セレーナ 松下　將 7月30日 警告① 反スポ

2A 鏡野セレーナ 神尾　直孝 5月14日 警告① ラフ

2A 鏡野セレーナ 神尾　直孝 10月22日 警告② 反スポ 累積：出場停止１試合 10/29

2A 鏡野セレーナ 神尾　直孝 10月29日 出場停止消化

2A 鏡野セレーナ 中原　亮平 10月22日 警告① ラフ

2A 三井造船 西崎 涼司 11月19日 警告① 反スポ

2A 三井造船 竹原 祐樹 5月21日 警告① 遅延

2A 三井造船 中下 和紀 6月11日 警告①②→退場 異議・ラフ 累積：出場停止１試合 7/16

2A 三井造船 中下 和紀 7月16日 出場停止消化

2A 三井造船 藤原 真悟 6月4日 警告① ラフ

2A 三井造船 尾上 　翔 5月21日 警告① ラフ

2A 三井造船 尾上 　翔 11月19日 警告② ラフ 累積：出場停止１試合

2B Ｄマスターズ 植田　健斗 9月10日 警告① 反スポ

2B ＦＣジェニオ 小野　雅貴 6月11日 警告① 反スポ

2B ＦＣジェニオ 片桐　佑弥 11月19日 警告① 反スポ

2B ＦＣジェニオ 小塩　隆幸 11月19日 警告①②→退場 反スポ 累積：出場停止１試合

2B ＦＣジェニオ 中島　直樹 11月19日 警告① 異議

2B ＦＣボンバイエ 柴田 　 直樹 9月10日 退場 阻止 出場停止対象試合数は通達による 10/22

2B ＦＣボンバイエ 柴田 　 直樹 10月22日 出場停止消化

2B ＦＣボンバイエ 柴田 　 直樹 12月17日 警告① ラフ



ブロック チーム名 選手名 警告日 警告 警告内容 備考 出場停止対象試合 記録チェック要

2B ＦＣボンバイエ 竹内 　 章 12月17日 警告① 反スポ

2B ＦＣボンバイエ 藤井 　 俊彰 11月19日 警告① ラフ

2B MTI井原フットボールクラブ 竹井　義明 6月11日 警告① 反スポ

2B MTI井原フットボールクラブ 廣瀬　賢虎 6月4日 警告① ラフ

2B ピンナラＦＣ２０１２ アン　ガンジ 7月2日 警告① 反スポ

2B ピンナラＦＣ２０１２ 鴨井　義和 11月26日 退場 ラフ 出場停止対象試合数は通達による *

2B ピンナラＦＣ２０１２ チャン　ジュヒョン 7月2日 警告① 反スポ

2B ピンナラＦＣ２０１２ ホン　チッス 9月3日 警告① ラフ

2B ロデオＦＣ 小坂　将彰 5月21日 警告① 反スポ

2B ロデオＦＣ 辰井　康平 7月16日 警告① 遅延

2B 三井クラブ 大田誠人 4月30日 警告① ラフ

2B 三井クラブ 中塚洸介 11月5日 警告① 遅延

2B 三井クラブ 日笠暁広 7月16日 警告① ラフ

2B 三井クラブ 逸見隆明 11月12日 警告① ラフ

2B 三井クラブ 宮本康史 6月25日 警告①

2B 倉敷市役所 小坂田　達馬 7月16日 警告① 反スポ

2B 倉敷市役所 八木　達朗 10月8日 警告① 反スポ

2B 萩原工業 奥野　龍之介 12月17日 警告① ラフ

2B 萩原工業 竹内　康彦 11月5日 警告① 反スポ



ブロック チーム名 選手名 警告日 警告 警告内容 備考 出場停止対象試合 記録チェック要



ブロック チーム名 選手名 警告日 警告 警告内容 備考 出場停止対象試合 記録チェック要



ブロック チーム名 選手名 警告日 警告 警告内容 備考 出場停止対象試合 記録チェック要



ブロック チーム名 選手名 警告日 警告 警告内容 備考 出場停止対象試合 記録チェック要



ブロック チーム名 選手名 警告日 警告 警告内容 備考 出場停止対象試合 記録チェック要


