
２０２０年１０月５日  

 学 校 長 

 サッカー部顧問 

 ３種登録チーム代表 

 保 護 者 各位                      オホーツク地区サッカー協会   

会  長  榊 原 尚 行 

技術委員長  菊 池  豪  

U-14監督  平 岩 勇 輝 

１０月１８日（日)U-14オホーツク地区トレセン実施案内 

 秋冷の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より当協会の事業におき

まして、ご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、今年度のオホーツク地区U-14トレセン選手を対象に、標記トレセン事業を下記のように実施します。 

なお、保護者の方々におかれましては、移動の面等で大変お世話になりますが、よろしくお願い致します。 

 

記 

１ 趣  旨  ①オホーツク地区のサッカーのレベル向上と共に、優秀な選手の強化・育成を目的とする。 

        ②オホーツク地区の選手・指導者の交流を図り、トレセン制度を充実・発展させる。 

        ③選手・指導者のレベルアップを図る。 

２ 日  時  ２０２０年１０月１８日(日) １３：００〜１５：３０ 

３ 会  場  東陵運動公園（北見市東陵町２７） 

４ スタッフ  オホーツク地区サッカー協会U-14トレセンスタッフ 

監 督  平岩 勇輝（北見小泉中学校） 

コーチ  内藤 駿 （美幌中学校） 

コーチ  山岸 克成（斜里中学校） 

コーチ  小泉 圭太（清里中学校） 

５ 内  容  トレーニング及びゲーム（セレクションも行います。） 

６ 持 ち 物  参加費５００円、サッカー用具一式、ボール（空気を入れて！）、タオル、着替え、飲み物、 

        親権者同意書、健康チェックシート（未提出・記入漏れ・体調不良等がある場合は参加できません） 

７ 新型コロナウィルス感染予防対策として 

①添付健康チェックシートをご記入の上、当日必ず提出してください。2週間前（10/4）からの

体温を記入し、当日体調不良の方は休むようにお願いいたします。（学校で検温している体温を転記

してください） 

②選手は会場までの移動中はマスクの着用し消毒、タオルは各自持参して下さい。 

③トレセン参加後、1か月以内にコロナに感染者（選手又は家族）にでた場合は速やかに対策管

理者にご連絡ください。 

対策管理者（10/18）オホーツク地区サッカー協会技術委員会 U-14トレセン担当 山岸 克成 

             勤務先  斜里町立斜里中学校  携帯 090-1642-6708 

８ その他   ①保護者の方々にはお手数をお掛け致しますが、会場への送迎等ご協力のほどよろしくお願いします。 

②トレセン活動においては、怪我の無いように配慮しますが、万一怪我があった場合の責任については、

こちらでは負いかねますので、ご家庭で傷害保険等に加入されますようお願いいたします。 

③体調不良等で当日急遽欠席する場合も必ず連絡をください。 

９ 問い合わせ・連絡先 

        オホーツク地区サッカー協会技術委員会U-14トレセン担当  平岩 勇輝 

           勤務先  北見市立小泉中学校  携帯 090-9521-8554 

 

 

 

 

 



１０ メンバー 

 

２０２０年度 Ｕ１4地区トレセンメンバー 

［対象選手］ 

 選手名 ポジション 前所属 現所属 

1 永本 耀佑 ＭＦ ＦＣ網走Ｕ－１２ 網走第三中学校 

2 今野 悠 ＤＦ ＦＣ網走Ｕ－１２ 網走第三中学校 

3 中山 頼河 ＭＦ ＦＣ網走Ｕ－１２ 網走第三中学校 

4 須田 帆海 ＧＫ ＦＣ網走Ｕ－１２ 網走第三中学校 

5 奈良 蒼大 ＤＦ ＦＣ網走Ｕ－１２ 網走第三中学校 

６ 丸山 翔瑠 ＭＦ ＦＣ網走Ｕ－１２ ＦＣ網走Ｕ－１５ 

７ 山端 聖翔 ＭＦ 網走市サッカースポーツ少年団 網走第三中学校 

８ 蒲生 優斗 DF つべつサッカースポーツ少年団 津別中学校 

９ 鈴木 紳平 DF 北見オニオンキッドサッカースポーツ少年団 北見北中学校 

10 日脇 颯太 FW 北見オニオンキッドサッカースポーツ少年団 北見北中学校 

11 飯田 琉翔 DF 北見オニオンキッドサッカースポーツ少年団 北見小泉中学校 

12 奥谷 侑右 MF 北見オニオンキッドサッカースポーツ少年団 北見光西中学校 

13 木下 詩音 MF 銀河ＦＣジュニア２００２ 訓子府中学校 

14 佐藤 雅人 MF 銀河ＦＣジュニア２００２ 訓子府中学校 

15 菅原 吉範 MF 遠軽はやぶさサッカースポーツ少年団 遠軽南中学校 

16 空 健心 DF Ｆ.Ｃ.miragross Jr 上湧別中学校 

17 木村 柊生 GK Ｆ.Ｃ.miragross Jr 上湧別中学校 

18 志村 武昭 DF 鳥取ＦＣ 北見北中学校 

19 佐藤 維珀 FW 紋別ＦＣジュニア 紋別潮見中学校 

20 今井 恭介 ＭＦ 北見リトルウィングスサッカースポーツ少年団 北見高栄中学校 

21 茶木 義斗 ＤＦ 遠軽はやぶさサッカースポーツ少年団 遠軽南中学校 

22 赤澤 煌 ＭＦ 遠軽はやぶさサッカースポーツ少年団 遠軽南中学校 

23 熊谷 倖多朗 ＤＦ 斜里スポーツサッカー少年団 斜里中学校 

24 八幡 大輝 ＤＦ 斜里スポーツサッカー少年団 斜里中学校 

25 崎田 侑吾 ＧＫ 斜里スポーツサッカー少年団 斜里中学校 

26 栗原 亮介 ＭＦ 美幌ＵＦＯサッカー少年団 美幌北中学校 

27 小林 朔夢 ＭＦ 北見オニオンキッドサッカースポーツ少年団 北見小泉中学校 

28 井上 響葵 ＧＫ 紋別 FC ジュニア 紋別潮見中学校 

29 鞠古 陸斗 ＦＷ 遠軽はやぶさサッカースポーツ少年団 遠軽中学校 

30 能戸 悠暢 ＭＦ 紋別 FC ジュニア 紋別潮見中学校 

 


