
 

２０２２年９月１４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  山 岸 克 成 

９月２５日（日)第５回 U14オホーツク地区トレセン実施案内 

 秋風の候、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U14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  ２０２２年９月２５日(日) ９：００〜１２：００ 

３ 会  場  若松橋グラウンド 

４ スタッフ  オホーツク地区サッカー協会U14トレセンスタッフ 

        監 督  山岸 克成（斜里中学校） 

        コーチ  菊池  豪（遠軽中学校） 

コーチ  本田  悟（小清水中学校） 

コーチ  小松 和樹 

５ 内  容  トレーニング及びゲーム 

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）、マスク 

７ 新型コロナウィルス感染予防対策として 

        ①健康チェックシートの提出 

        ②感染症対策担当者・連絡先 

         オホーツク地区サッカー協会技術委員会 U15トレセン担当 本田 悟 

             勤務先  小清水町立小清水中学校  携帯 090-1307-9198 

③密を避けることやアルコールによる手指の消毒を行うなど感染予防対策を各自行ってくださ

い。また体調が優れない時には、無理に参加しないでください。 

④観戦者の方、または観戦者のご家族が発熱や風邪症状がある場合は、選手も含め来場できませ

んので、ご了承ください。 

⑤選手を観戦できるのは保護者のみ（同行が必要な小さなお子さんは可）とし、プレーするピッ

チ周辺外で、保護者間で十分な距離をとり、マスク着用の上観戦をお願いしたいと思います。 

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U14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 

１０ メンバー 

２０２２年度 Ｕ１４地区トレセンメンバー 

№ 氏 名 ふりがな 前所属チーム 所属チーム 

1 片川 煌盛 かたがわ こうせい FCルゴーサ興部 ルゴーサ興部 

2 小泉 流星 こいずみ りゅうせい FCルゴーサ興部 ルゴーサ興部 

3 東 大希 あずま だいき 紋別ドルフィンズ 紋別中学校 

4 宮川 凌生 みやかわ りょうせい 紋別ドルフィンズ 紋別中学校 

5 石田 蓮 いしだ れん 遠軽はやぶさ 遠軽中学校 

6 松村 施良 まつむら せら 遠軽はやぶさ 遠軽中学校 

7 和田 剣真 わだ けんしん 斜里 FC網走 

8 橋本 貫汰 はしもと かんた ＦＣベーネ FC網走 

9 堀 碧天 ほり あおま 北見オニオンキッド FC網走 

10 植松 駿斗 うえまつ はやと 北見オニオンキッド FC網走 

11 棟方 俊太 むなかた しゅんた 北見オニオンキッド FC網走 

12 小野 光陽 おの こうよう 北見オニオンキッド FC網走 

13 貝山 尋孔 かいやま ひろみち 北見西 FC網走 

14 齋藤 琥珀 さいとう こはく 北見リトルウィングス FC網走 

15 須藤 葵菜 すどう そら 北見西 FC網走 

16 中堀 大心 なかほり だいしん 北見西 FC網走 

17 柳田 結翔 やなぎた ゆいと FC網走 U-12 第三中学校 

18 高橋 侑翔 たかはし ゆうと FC網走 U-12 第三中学校 

19 高山  航 たかやま わたる  第三中学校 

20 南  陽斗 みなみ はると  小清水中 

21 近藤 駿伍 こんどう しゅんご つべつ 津別中 

22 高岡 哲平 たかおか てっぺい 美幌 UFO 美幌北中 

23 八幡 大翔 やはた ひろと 斜里 斜里中 

24 藪   竜斗 やぶ りゅうと 斜里 斜里中 

25 田中 璃音 たなか りお 北見オニオンキッド 北見北中 

26 須藤 佑介 すどう ゆうすけ 北見イーグルス 北見光西中 

27 山口 凛人 やまぐち  北見光西中 

28 加藤 諒人 かとう  北見小泉中 

29 玉手 琉翔 たまて  北見南中 

 


