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FW 柳沢 敦
●13（1） ●0 ●1（1）

Atsushi YANAGISAWA

多くを残して引退し伝説的存在に

MF 富田 晋伍
●34（1） ●6 ●1

Shingo TOMITA

持ち前の奪取力に展開力が備わり成長

MF 佐々木 勇人
●10 ●4 ●1

Hayato SASAKI

変幻自在のドリブルでアクセントもたらす

FW ウイルソン
●24（4） ●3 ●0

WILSON Rodrigues Fonseca

ケガに苦しみながらもエースとして君臨

DF 鈴木 規郎
●10 ●4 ●1

Norio SUZUKI 

強烈な左足弾を武器にFWとしても活躍

FW 武藤 雄樹
●30（4） ●6（1） ●1

Yuki MUTO

持ち味を発揮し大きく飛躍した

MF 八反田 康平
●3 ●4 ●1

Kohei HATTANDA

ポジショニングの良さで中盤で輝く

DF 二見 宏志
●7（1） ●5 ●1

Hiroshi FUTAMI 

気持ちの強さとロングスローで沸かせた

FW 赤嶺 真吾
●31（9） ●5（1） ●0

Shingo AKAMINE

高さと粘り強さでチーム最多の９得点

MF 菅井 直樹
●30（3） ●2 ●1

Naoki SUGAI

最後尾から一気にゴール前に現れ３得点

GK シュミット ダニエル
●0 ●1 ●0

Daniel SCHMIDT

今後の成長が楽しみな逸材

GK 関 憲太郎
●33 ●1 ●1

Kentaro SEKI

守護神を務めて大きく成長
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DF 鎌田 次郎
●31（2） ●6（1） ●1

Jiro KAMATA 

最後尾には欠かせない存在

GK 桜井 繁
●1 ●2 ●0

Shigeru SAKURAI

的確な指示で味方を鼓舞し守備を整えた

DF 渡辺 広大
●15 ●4 ●0

Kodai W
ATANABE 

選手会長としてチームを鼓舞

DF 蜂須賀 孝治
●2 ●0 ●0

Koji HACHISUKA 

ケガに泣くも最終節に復帰

DF 石川 直樹
●32（1） ●2 ●0

Naoki ISHIKAW
A 

左サイドで攻守に奮闘した

DF 角田 誠
●23（1） ●4 ●1

Makoto KAKUDA 

主将としてチームを統率した職人

MF 野沢 拓也
●16（2） ●0 ●0

Takuya NOZAW
A

創造性あふれるプレーで魅せた

FW 中原 貴之
●3 ●1 ●0

Takayuki NAKAHARA

長く在籍し〝野獣〟の名で愛された

MF 梁 勇基
●33（2） ●5 ●1

RYANG Yong Gi

ボランチもこなした仙台の主軸

MF 太田 吉彰
●34（2） ●5 ●1

Yoshiaki OTA

魂を込めてピッチを走り続けた

2014シーズン出場記録
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VEGALTA SENDAI   8 

 2014 SEASON  PLAYERS      

MF 藤村 慶太
●0 ●1（1） ●0

Keita FUJIMURA

カップ戦で実戦経験積んだ未来の主力

MF 武井 択也
●14 ●4 ●1

Takuya TAKEI

高い運動量と戦術眼でチーム力を底上げ

DF 石川 大徳
●2 ●1 ●0

Hironori ISHIKAWA

豊富な運動量誇るムードメーカー

DF 上本 大海
●15 ●1 ●0

Taikai UEMOTO

大ケガからついに復帰果たした守備の要

MF 佐々木 匠
●0 ●0 ●0

Takum
i SASAKI

ユース所属の期待のドリブラー

MF 茂木 駿佑
●0 ●0 ●0

Shunsuke MOTEGI

ユースから来季トップ入り内定の新星

MF ハモン ロペス
●5（1） ●0 ●0

Ramon Lopes de Freitas
32節の強烈なゴールが印象的

DF 村上 和弘
●9（1） ●0 ●0

Kazuhiro MURAKAMI

８年ぶりに復帰した心強いベテラン
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