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加入・移籍・契約満了のお知らせ

中央大学
◆シュミット ダニエル選手
【ポジション】 GK
【生年月日】 1992年2月3日
【身長体重】 196cm　90kg
【所 属 歴】 2001年～2002年　八幡サッカースポーツ少年団
 2002年～2004年　仙台スポーツシューレFC
 2004年～2007年　東北学院中学校サッカー部
 2007年～2010年　東北学院高等学校サッカー部
 2010年～　　　　  中央大学学友会サッカー部
【代 表 歴】 2010年　デンソーチャレンジカップ関東選抜A
 2011年　全日本学生選抜
 2012年　全日本学生選抜

2014シーズン新加入内定
サンフレッチェ広島へ完全移籍
◆林 卓人（はやし たくと）選手
【ポジション】 GK
【生年月日】 1982年8月9日
【身長体重】 188cm　87kg
【出 身 地】 大阪府
【経 　 歴】 金光大阪高 － サンフレッチェ広島 － コンサドーレ札幌 － ベガルタ仙台(2007年加入) 
【代 表 歴】 2012年・2013年　日本代表選出

完全移籍

ブラウブリッツ秋田へ期限付き移籍
◆石川 慧（いしかわ けい）選手
【ポジション】 ＧＫ
【生年月日】 1992年9月30日
【身長体重】 185cm 79kg
【出 身 地】 新潟県
【経 　 歴】 関屋中 － 新潟明訓高 － ベガルタ仙台 － ソニー仙台（期限付き移籍）

◆ジオゴ（DIOGO Antunes De Oliveira）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1986年10月29日
【身長体重】 181cm　80kg
【出 身 地】 ブラジル
【経 　 歴】 アトレチコ パラナエンセ（ブラジル）－ロンドリーナＥＣ（ブラジル）－フィゲレセ
 （ブラジル）－グレミオ（ブラジル）－フルミネンセ（ブラジル）－スポルチ レシフェ
 （ブラジル）－フィゲレンセ（ブラジル）－スポルチ レシフェ（ブラジル）－
 ベガルタ仙台（2013加入）

期限付き移籍期間満了

栃木SCに期限付き移籍しておりました原田圭輔選手が、
2014シーズン、ＦＣ町田ゼルビアへ期限付き移籍
◆原田 圭輔（はらだ けいすけ）選手
【ポジション】 DF
【生年月日】 1988年6月11日
【身長体重】 175cm　67kg
【出 身 地】 北海道
【経 　 歴】 札幌ジュニアFC－札幌ジュニアFCユース－藤枝東高－筑波大－
 ベガルタ仙台－栃木SC（期限付き移籍）
【出場記録】　2013年　J2：1試合出場0得点　天皇杯：1試合出場0得点

期限付き移籍

東京ヴェルディへ完全移籍
◆田村 直也（たむら なおや）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1984年11月20日　
【身長体重】 175cm　70kg
【出 身 地】 東京都
【経 　 歴】 FC多摩－東京ヴェルディジュニアユース－東京ヴェルディユース
 －中央大－ベガルタ仙台(2007年加入)

グルージャ盛岡へ完全移籍
◆越後 雄太（えちご ゆうた）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1993年4月27日　
【身長体重】 176cm　67kg
【出 身 地】 宮城県
【経 　 歴】 開北FCファンタジスタ－ベガルタ仙台ジュニアユース－
 ベガルタ仙台ユース－ベガルタ仙台(2012年加入)

セントラル・コースト・マリナーズ
◆マイケル ライアン マグリンチィ
  （Michael Ryan MCGLINCHEY）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1987年1月7日（26歳）
【身長体重】 175cm　68kg
【出 身 地】 ニュージーランド
【経 　 歴】 2005～2007    グラスゴー・セルティック（スコットランド）
 2007～2008    ダンファームリン・アスレティックFC（スコットランド）
 2008～2009    グラスゴー・セルティック（スコットランド）
 2009～2010    セントラル・コースト・マリナーズ（オーストラリア）
 2010～2011     マザーウェルFC（スコットランド）
 2011～    　　　セントラル・コースト・マリナーズ（オーストラリア）
【代 表 歴】 スコットランドU21代表
 ニュージーランド代表
【タイトル】 オーストラリアAリーグ　レギュラーシーズン　 優勝（2011-2012）
 オーストラリアAリーグ　プレーオフ・グランドファイナル
  優勝（2012-2013）

期限付き移籍加入

ガンバ大阪 
◆武井 択也（たけい たくや）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1986年1月25日(27歳）
【身長体重】 179cm  72kg
【出 身 地】 栃木県
【経 　 歴】 國學院栃木高 ‒ 流通経済大 ‒ ガンバ大阪
【コメント】
今回加入することになりました武井択也です。仙台のために頑張っていきたいと思いますので、
応援よろしくお願いいたします

完全移籍加入

横浜ＦＣへ完全移籍
◆松下 年宏（まつした としひろ）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1983年10月17日
【身長体重】 174cm　70kg
【出 身 地】 鹿児島県
【経 　 歴】 鹿児島実業高－ガンバ大阪－アルビレックス新潟－FC東京－ベガルタ仙台(2011年加入)

大宮アルディージャ 
◆鈴木 規郎（すずき のりお）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1984年2月14日
【身長体重】 177cm｠ 77kg
【出 身 地】 千葉県
【経 　 歴】 八千代高 ‒ FC東京 ‒ ヴィッセル神戸 ‒ アンジェスコ（フランス） 
 ‒ 大宮アルディージャ

清水エスパルス 
◆八反田 康平（はったんだ こうへい）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1990年1月8日
【身長体重】 171cm　62kg
【出 身 地】 鹿児島県
【経 　 歴】 鹿児島中央高 ‒ 筑波大学 ‒ 清水エスパルス

契約満了選手
◆へベルチ（HEBERTY Fernandes De Andrade）選手
【ポジション】 MF
【生年月日】 1988年8月29日　
【身長体重】 173cm　72kg
【出 身 地】  ブラジル サンパウロ州
【経 　 歴】 2008年～  ＲＣヴァスコ・ダ・ガマ　　
 2010年～  ＣＡジュベントス　
 2010年12月～  ＡＤサンカエターノ　
 2011年8月～  パウリスタＦＣ
 2012年～  ザスパ草津
 2012年8月～  セレッソ大阪（期限付き移籍）
 2013年～　 ベガルタ仙台


