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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-15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-15

トレセン研修会（兼前期最終選考会）において，別紙の通り「２０２２年度 前期福岡県U-15トレーニングセン

ター研修生」を５５名（ＦＰ４６名、ＧＫ９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-15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 坂本 鼓太郎 C.A Fukuocana 24 鶴元 銀乃介 福岡BUDDY FC U15 

2 占部 陽大 FC FARFALLA U-15 25 山内 湊人 福岡BUDDY FC U15 

3 山本 修吾 FCグローバル 26 ★剛﨑 琉碧 ルーヴェン福岡 

4 三善 悠翔 Gullid Asakura FC U-15 27 ★虎屋 正騎 福岡市立片江中学校 

5 青野 豊 オリエントFC 28 ★野村 滉 オリエントFC 

6 
野見山 真之

介 
オリエントFC 29 ★原口 結月 筑後FC 

7 森本 快 オリエントFC 30 ★藤吉 悠眞 筑後FC 

8 木曽 壱郁 折尾愛真中学校 31 ★田中 琉斗 筑後FC 

9 岩井 優太 北九州市立思永中学校 32 ★井上 雄太 アビスパ福岡 

10 安部 晃平 ギラヴァンツ北九州 33 ★重松 怜音 アビスパ福岡 

11 有田 偉吹 ギラヴァンツ北九州 34 ★小浦 拓実 アビスパ福岡 

12 上村 康太 ギラヴァンツ北九州 35 ★樺島 勇波 アビスパ福岡 

13 坂下 湧太郎 ギラヴァンツ北九州 36 ★山口 倫生 アビスパ福岡 

14 白石 蒼天 ギラヴァンツ北九州 37 ★中山 獅恩 アビスパ福岡 

15 永島 羽琉 ギラヴァンツ北九州 38 ★杉谷 俊哉 アビスパ福岡 

16 星山 大河 ギラヴァンツ北九州 39 ★高木 歩 アビスパ福岡 

17 山本 和広 ギラヴァンツ北九州 40 ★下山 誠史 アビスパ福岡 

18 春本 新太郎 ギラヴァンツ北九州 41 ★村上 慶 アビスパ福岡 

19 斉藤 大生 ひびきサッカースクールU-15 42 ★奥井 星宇 アビスパ福岡 

20 森 新之介 ひびきサッカースクールU-15 43 ★山本 順也 アビスパ福岡 

21 細野 昇輝 川崎FC 44 
★名郷 凛太

朗 
アビスパ福岡 

22 齋藤 琉稀空 福岡BUDDY FC U15 45 ★石原 直輝 アビスパ福岡 

23 佐野 遥斗 福岡BUDDY FC U15 46 ★古後 海慧 アビスパ福岡 

GK（ゴールキーパー） 

No 選手名 所属先 No 選手名 所属先 

1 中野 柊 CAグランロッサ 6 武内 薫和 ギラヴァンツ北九州 

2 赤田 陽斗 FC FARFALLA U-15 7 津田 佳祐 ひびきサッカースクールU-15 

3 石丸 順貴 Gullid Asakura FC U-15 8 神谷 悠心 フォルテフットボールアカデミー 

4 中原 大介 飯塚市立飯塚第一中学校 9 ★中島 源太 アビスパ福岡 

5 古賀 智稀 大川市立大川桐英中学校   

4月の選考会に欠席した選手 

No 選手名 所属先 No 選手名 所属先 

1 遠藤 伊吹 CAグランロッサ 3 村瀬 泰遥 アビスパ福岡 

2 久保 拓夢 アビスパ福岡 4 廣田 陸人 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。 

 


