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公益社団法人福岡県サッカー協会 

  技術委員長  杉 山 公 一 

３種委員長  森脇   剛 

３種技術委員長  北 岡 英 行 

２０２２年度 前期福岡県U-14トレーニングセンター選考結果のお知らせ 

時下，ますますご健勝のことと存じます。 

平素より，当協会の諸事業にご協力を賜りまして，厚く御礼を申し上げます。 

さて，標記の件について，４月２４日（日）福岡フットボールセンターで行いました２０２２年度前期福岡県U-14

トレセン研修会（兼最終選考会）において，別紙の通り「２０２２年度 前期福岡県U-14トレーニングセンター

研修生」を４７名（ＦＰ４１名、ＧＫ６名）選考いたしましたのでお知らせいたします。 

 また，４月２４日（日）の選考会を欠席された選手（公式戦・負傷等）につきましては，各支部トレセン担当

者に確認の上、次回の福岡県トレセン研修会に参加させてください。 

 福岡県トレーニングセンターの更なる充実のため，関係者のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

公益社団法人福岡県サッカー協会 技術委員会 

３種技術委員長  北岡 英行 

     〒811-1103 福岡市早良区四箇3丁目1番3号  福岡市立金武中学校 
TEL：090-8768-8879 FAX：092-811-3974 E-mail：hide87hana@gmail.com  

 

 



２０２２年度 前期福岡県U-14トレーニングセンター研修生 

FP（フィールドプレーヤー） 

No 選手名 所属先 No 選手名 所属先 

1 田中 子劉 油山カメリアＦＣ 23 落合 春翔 ギラヴァンツ北九州U-15 

2 大藪 壯太郎 SANXTUS 24 勇 柊太郎 ギラヴァンツ北九州U-15 

3 今任 宏翔 Ｃ.ＡFukuocana 25 森山 瑛太 ギラヴァンツ北九州U-15 

4 緒方 獅月 ブリジャール福岡FC 26 末岡 丈昊 ギラヴァンツ北九州U-15 

5 田辺 雄大 ＣＡグランロッサ 27 三浦 亮将 ギラヴァンツ北九州U-15 

6 前田 陽輝 ＣＡグランロッサ 28 寺本 陽稀 ギラヴァンツ北九州U-15 

7 岡野 綱人 リベルタ 29 波多野 奨 ギラヴァンツ北九州U-15 

8 森 魁晟 ＣＡグランロッサ 30 藤原 佑月 ギラヴァンツ北九州U-15 

9 野島 洪駿 エリア伊都フットボールクラブ 31 河上 蹴斗 ギラヴァンツ北九州U-15 

10 谷川 龍馬 vivacàlcio 32 甲斐 龍之介 ギラヴァンツ北九州U-15 

11 木我 櫂斗 オリエントＦＣ 33 ★松本 駿 ギラヴァンツ北九州U-15 

12 万田涼太郎 オリエントＦＣ 34 ★廣井 琉人 筑後FC 

13 大賀 康生 GULLID ASAKURA U-15 35 ★細入 巧幹 アビスパ福岡U-15 

14 西依 柊音 GULLID ASAKURA U-15 36 ★本多 巧來 アビスパ福岡U-15 

15 本道 陽葵 GULLID ASAKURA U-15 37 ★平本 晃望 アビスパ福岡U-15 

16 小熊 亮輔 GULLID ASAKURA U-15 38 ★竹嶌 翼 アビスパ福岡U-15 

17 麻生 有芯 GULLID ASAKURA U-15 39 ★永富 颯人 アビスパ福岡U-15 

18 井手 晴也 筑後FC 40 ★藤川 虎三 アビスパ福岡U-15 

19 杉本 凜琥 筑後FC 41 ★鬼塚 桂汰 アビスパ福岡U-15 

20 辻本 悠太朗 小倉南FC 

★の選手が追加選考選手になります。 21 正木 翔汰 北九州市立浅川中学校 

22 九十九 真輝 ＩＢＵＫＩ北九州 

GK（ゴールキーパー） 

No 選手名 所属先 No 選手名 所属先 

1 筒井 月 福岡市立平尾中学校 5 ★島本 小鉄 アビスパ福岡U-15 

2 坂口 凱楽 FUT6 6 ★田中 利玖 アビスパ福岡U-15 

3 野上 陸翔 ギラヴァンツ北九州U-15 7 
★の選手が追加選考選手になります。 

4 竹下 俊平 ギラヴァンツ北九州U-15 8 

      

4月の選考会に欠席した選手（次回の研修会にて選考を行う参加対象選手） 

No 選手名 所属先 No 選手名 所属先 

1 井上 充 川崎FC 5 武本 匠平 アビスパ福岡 

2 國﨑 遥翔 オリエントＦＣ 6 山下 來夢 アビスパ福岡 

3 大嶋 央貴 アビスパ福岡 7 山下 泰輝 アビスパ福岡 

4 中村 蒼真 アビスパ福岡 8 福重 孝介 アビスパ福岡 

 

※4月24日（日）現在 

※選考結果（名簿の順番は選考順位ではありません） 

※名簿の氏名に間違いがありましたら早急に連絡をお願いします。 

 


