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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 後期福岡県U-13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，１０月２３日（日）福岡フットボールセンターで行いました２０２２年度後期福岡県

U-13トレセン研修会（兼選手選考会）において，別紙の通り「２０２２年度 後期福岡県U-13トレーニングセン

ター研修生」を４５名（ＦＰ３８名、ＧＫ７名）選考いたしましたのでお知らせいたします。 

 また，１０月２３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 後期福岡県U-13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 矢野 稜河 油山カメリア 21 三宅 翔悟 ギラヴァンツ北九州 U-15 

2 河野  太冠 バルサ伊都 22 今吉 涼雅 アビスパ福岡 U-15 

3 石田 慶次 アビスパ福岡 U-15 23 野元 壮太 GULLID ASAKURA U15 

4 品川 維風 アビスパ福岡 U-15 24 藤木 琉衣 筑後FC 

5 野崎 裕斗 油山カメリア 25 戸澤 空斗 ギラヴァンツ北九州 U-15 

6 森 尊琉 アビスパ福岡U-15 26 徳嶋 汰一 ギラヴァンツ北九州 U-15 

7 田中 蒼乃輔 ギラヴァンツ北九州 U-15 27 五十嵐 健吾 ギラヴァンツ北九州 U-15 

8 古野 晟凪 ギラヴァンツ北九州 U-15 28 黒岩 春光 ギラヴァンツ北九州 U-15 

9 菅原 銀太 C.A Fukuocana 29 前原 奏汰 ギラヴァンツ北九州 U-15 

10 上原 洸 C.A Fukuocana 30 中村 成登 ギラヴァンツ北九州 U-15 

11 原中 奏音 オリエントFC 31 福永 蓮 アビスパ福岡 U-15 

12 山本 楓雅 オリエントFC 32 花田 鼓太郎 アビスパ福岡 U-15 

13 青木 優我 ファルファーラ 33 池田 琥大 アビスパ福岡 U-15 

14 青木 大我 ファルファーラ 34 石川 椋大 アビスパ福岡 U-15 

15 坂田 海音 川崎ＦＣ 35 犬塚 夏成 アビスパ福岡 U-15 

16 渡辺 裕斗 ひびきサッカースクール U15 36 大西 虎太朗 アビスパ福岡 U-15 

17 志坪 唯月 小倉南FC 37 古賀 優嗣 アビスパ福岡 U-15 

18 佐藤 琉偉 小倉南FC 38 服部 倉典 アビスパ福岡 U-15 

19 橘 大喜 思永中 38 吉村 玲虹 アビスパ福岡 U-15 

20 結城 礼空 アビスパ福岡 U-15       

GK（ゴールキーパー） 

No 選手名 所属先 No 選手名 所属先 

1 東江 秀虎 ルーヴェン福岡 5 髙宮 和己 久留米AZALEA U15 

2 山崎 詠大 アビスパ福岡 U-15 6 池田 翔音莉 アビスパ福岡 U-15 

3 川本 唯人 バルサ伊都 7 江﨑 新 アビスパ福岡 U-15 

4 中村 駿希 ギラヴァンツ北九州 U-15       

      

      

10月の選考会に欠席した選手（11月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 篠崎 彩人 油山カメリア 2 徳毛 海翔 三国中 

2 嶋田 和真 バルサ伊都 3 井上 真幸 GULLID ASAKURA U15 

3 石橋 崇太 ギラヴァンツ北九州 U-15 4     

4 中村 駿吾 PSTC福岡 5     

 
※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。 

 
 

 


