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 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-15監督  寺 田 幸太郎 

６月１９日（日)第２回 U1５オホーツク地区トレセン実施案内 

 新緑の候、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U1５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６月１９日(日) ９：００〜１２：００ 

３ 会  場  東陵公園球技場（北見市東陵町 27番地） 

４ スタッフ  オホーツク地区サッカー協会U1５トレセンスタッフ 

        監 督  寺田 幸太郎（遠軽生田原中学校） 

        コーチ  山本  悠司（上湧別中学校） 

コーチ  平子   裕（津別高校） 

コーチ  六本木 博文（網走養護学校） 

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、 

        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、親権者同意書（未提出者のみ） 

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 山本 悠司 

             勤務先  湧別町立上湧別中学校  携帯 080-1860-5859 

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、モイワ、東陵公園であれば土手で観戦は可能ですが、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U15トレセン担当  寺田幸太郎 

           勤務先  遠軽町立生田原中学校  携帯 090-2075-4444 



１０ メンバー       ２０２２年度 Ｕ１５地区トレセンメンバー 

№ 氏名 所属チーム 前チーム（４種） Po. 

1 松井 元 北見北中学校 斜里 ＦＰ 

 2 木村 公亮 FC 網走 U-15 FC ベーネ ＦＰ 

 3 木澤 蒼翔 清里中学校 FC ベーネ ＦＰ 

 4 

 

荒木 碧巴 FC 網走 U-15 FC ベーネ ＦＰ 

 5 

 

橘井 奏汰 網走第３中学校 FC 網走 U-12 ＦＰ 

 6 大澤 廣明 FC 網走 U-15 網走市 ＦＰ 

 7 澤田 怜醐 美幌中学校 美幌 UFO ＦＰ 

 8 工藤 心 美幌中学校 美幌 UFO ＦＰ 

 9 安坂 晟也 津別中学校 つべつ ＦＰ 

 10 安原 健史 常呂中学校 常呂ジュニア FC ＦＰ 

 11 日村 太洋 北見小泉中学校 北見オニオン ＦＰ 

 12 石田 瑛太 北見小泉中学校 北見オニオン ＦＰ 

 13 鈴木 舜也 北見南中学校 北見西 ＦＰ 

 14 中村 恭一 北見東陵中学校 アトラス ＦＰ 

 15 林  健斗 北見北中学校 アトラス ＦＰ 

 16 荒 依吹 遠軽中学校 遠軽はやぶさ ＦＰ 

 17 福澤 流偉 遠軽中学校 遠軽はやぶさ ＦＰ 

 18 松田 聡志 遠軽中学校 遠軽はやぶさ ＦＰ 

 19 吉岡 侑希 遠軽中学校 遠軽はやぶさ ＦＰ 

 20 植山 雅久 遠軽南中学校 遠軽はやぶさ ＦＰ 

 21 横井 琉生 遠軽南中学校 遠軽はやぶさ ＦＰ 

 22 佐藤 悠仁 上湧別中学校 FC Miragross Jr. ＦＰ 

 23 柴田 頼人 興部中学校 FC ルゴーサ興部 ＦＰ 

 24 桑原 輝 滝上中学校 たきのうえ ＦＰ 

 25 佐々木 翼 滝上中学校 たきのうえ ＦＰ 

 26 石垣 祐月 遠軽中学校  ＦＰ 

 27 大河原 志音 紋別潮見中学校 紋別 FC ジュニア ＦＰ 

28 合田 悠磨 FC 網走 U―１５ FC 網走 U-12 ＦＰ 

29 白崎  蓮 光西中学校  ＦＰ 

30 杉本  翼 東陵中学校 アトラス ＦＰ 

31 犬伏 陸斗 紋別潮見中学校 紋別 FC ジュニア ＦＰ 

32 佐川 大心 FC 網走 U-15 FC 網走 U-12 ＧＫ 

33 見陣 孝征 遠軽南中学校 遠軽はやぶさ ＧＫ 

34 坂本  晄 北見南中学校 アトラス ＧＫ 

 


