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福岡大学サッカー部

★福岡大学サッカー部が実践しているスペインへのサッカー留学・遠征に
ついて、ご興味のある方はコチラ。

2018年

○佐々木亜門選手がヴィアティン三重に加入することが発表されました！

福岡大学サッカー部に所属する佐々木亜門選手(4年/MF)がヴィアティン三
重(JFL)に加入することが発表されました。

応援よろしくお願いします！

※ヴィアティン三重は、桑名市･四日市市を中心とした三重県全域を拠点と
する将来のJリーグ入りを目指す日本フットボールリーグ所属のサッカーク
ラブです。

○山下敬大選手がレノファ山口に加入することが発表されました！

福岡大学サッカー部に所属する山下敬大選手(4年/FW)がレノファ山口(J2)
に加入することが発表されました。

背番号は24となります。

★レノファ山口の山下選手加入の記事はコチラ。

○全日本大学選抜チームのメンバーに井上健太選手が選出されました！

2018年2月16日(金)～18日(日)の期間で開催される｢第32回デンソーカッ
プチャレンジサッカー熊本大会｣に参加する全日本大学選抜チームのメンバ
ーに、福岡大学サッカー部から井上健太選手(1年/MF)が選出されました。
今回のメンバーは2019年開催のユニバーシアード競技大会を見据えて、大
学1･2年生で編成されるチームとなります。

★｢第32回デンソーカップチャレンジサッカー熊本大会｣の詳細はコチラ。

2017年

○瓜生昂勢選手がFC今治に加入することが発表されました！

福岡大学サッカー部に所属する瓜生昂勢選手(4年/MF)がFC今治(JFL)に加
入することが発表されました。

応援よろしくお願いします！

※FC今治は、愛媛県今治市をホームタウンとする日本フットボールリーグ
(JFL)に所属するサッカークラブです。

★FC今治の瓜生選手加入の記事はコチラ。

○｢平成29年度 第66回全日本大学サッカー選手権大会｣(インカレ)

福岡大学は九州地区第1代表としてし、ベスト8で大会を終えました。

[1回戦]12月13日(水)14:05～ vs高知大学 @上柚木公園陸上競技場 40 *

公式記録集はコチラ。

[2回戦]12月16日(土)13:30～ vs大阪体育大学 @上柚木公園陸上競技場 2
1

*公式記録集はコチラ。

[準々決勝]12月18日(月)13:30～ vs流通経済大学 @柏の葉公園総合競技場
23(延長)

*公式記録集はコチラ。

○｢第15回Iリーグ全日本大学サッカーフェスティバル｣

2017年11月27日(月)～12月1日(金)の日程で「アットホームカップ2017
第15回インディペンデンスリーグ全日本大学サッカーフェスティバル」が
宮城県内にて開催されました。

福岡大学からは九州第1代表として福岡大学A2チームが、前年度優勝地域枠
及び九州第2代表として福岡大学Aサテライトチームが出場しました。

福大2チームの試合結果は次の通りです。

*(　)内は前半のスコア

【グループリーグ1日目】 11月27日(月)

福岡大学Aサテライト　6(1−0)0　IPU・環太平洋大学

福岡大学A2 4(1−0)0 愛媛大学

【グループリーグ2日目】 11月28日(火)

福岡大学Aサテライト 2(0−0)0　大阪体育大学

福岡大学A2 2(0−2)2 中央大学

【グループリーグ3日目】 11月29日(水)

福岡大学Aサテライト 1(0−4)5　仙台大学

福岡大学A2 2(1−0)0 愛知学院大学

→この日の試合結果により、福岡大学A2チームの決勝トーナメント進出が
決定しました。

(他に関西学院大学、仙台大学、中央大学の3大学が決勝トーナメント進出)

【準決勝】 11月30日(木)

福岡大学A2 1(0−1)2 関西学院大学

→この日の試合結果により、福岡大学A2チームは3位という結果となりまし
た。

皆さま応援ありがとうございました！

決勝戦は関西学院大学が2−1で中央大学を下し、6年ぶり2回目の優勝を決め
ました。

○｢アジア大学サッカートーナメント｣メンバー選出のお知らせ

9月20日(水)～9月27日(水)の日程で韓国にて開催される「アジア大学サッ
カートーナメント」に、U−19全日本大学選抜WESTとして、福岡大学から3
選手が選出されましたのでお知らせします。

≲3選手のプロフィール≳

井上　健太（イノウエ　ケンタ）

生年月日：1998年7月23日（19歳）

出身校：立正大学淞南高校

身長/体重：170㎝/65㎏

ポジション：DF

大島　拓登（オオシマ　タクト）

生年月日：1998年6月1日（19歳）

出身校：立正大学淞南高校

身長/体重：174㎝/71㎏

ポジション：MF

河野　秀汰（カワノ　シュウタ）

生年月日：1998年11月12日（18歳）

出身校：広島皆実高校

身長/体重：188㎝/80㎏

ポジション：DF

★｢アジア大学サッカートーナメント｣についてはコチラ

★U−19全日本大学選抜 WESTメンバーリストはコチラ

○第41回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

【1回戦】9月1日(金) 15:30～ vs中京大学 @J−GREEN堺ﾒｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 0
0(PK45)

福岡大学は1回戦敗退という結果で大会を終えました。

○第41回九州大学サッカートーナメント大会

【準々決勝】7月8日(土)10:00～ vs九州国際大学 @福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 40

【準決勝】7月9日(日)10:00～ vs宮崎産業経営大学 @福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 2
0

→この試合の結果、｢2017年度 第41回 総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ｣
への出場が決まりました！

【決勝】7月17日(月)12:45～ vs九州産業大学の勝者 @ﾐｸﾆﾜｰﾙﾄﾞｽﾀｼﾞｱﾑ北
九州 01

福岡大学は準優勝で大会を終えました。

○第32回九州大学サッカーリーグ(1部)

【第1節】4月15日(土)11:00～ vs九州共立大学@綾町錦原運動公園ｻｯｶｰ場
50

【第2節】4月16日(日)13:30～ vs福岡教育大学@綾町錦原運動公園ｻｯｶｰ場
50

【第3節】4月29日(土)18:00～ vs西南学院大学@福岡大学仮設ｻｯｶｰ場 60

【第4節】5月7日(日)10:00～ vs沖縄国際大学@沖縄 国際大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 20

【第5節】5月14日(日)10:00～ vs東海大学熊本@東海大学熊本 松前記念ｻｯ
ｶｰ場 32

【第6節】5月20日(土)18:00～ vs九州国際大学@福岡大学仮設ｻｯｶｰ場 11

【第7節】5月27日(土)11:00～ vs鹿屋体育大学@福岡大学仮設ｻｯｶｰ場 32

【第8節】6月4日(日)11:00～ vs九州産業大学@九州産業大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 10

【第9節】6月10日(土)11:00～ vs日本文理大学@日本文理大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 4
1

【第10節】6月17日(土)18:00～ vs宮崎産業経営大学@福岡大学仮設ｻｯｶｰ
場 32

【第11節】6月24(土)14:30～ vs佐賀大学@佐賀県総合運動場 球技場北 2
0

【第12節】9月16日(土)11:00～ vs西南学院大学 @西南学院大学田尻ｸﾞﾘｰﾝ
ﾌｨｰﾙﾄﾞ 40

【第13節】9月18日(月･祝)17:30～ vs九州共立大学 @九州共立大学ｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ 00

【第14節】9月24日(日)12:30～ vs沖縄国際大学 @名桜大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 12

【第15節】10月7日(土)14:00～ vs福岡教育大学 @福岡大学仮設ｻｯｶｰ場 7
0

【第16節】10月14日(土)18:00～ vs東海大学熊本 @福岡大学仮設ｻｯｶｰ場
20

【第17節】10月21日(土)13:15～ vs九州国際大学 @九州国際大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
22

【第18節】10月28日(土)18:00～ vs九州産業大学 @福岡大学仮設ｻｯｶｰ場
11

【第19節】11月4日(土)11:00～ vs鹿屋体育大学 @鹿屋体育大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
10

【第20節】11月11日(土)18:00～ vs日本文理大学 @福岡大学仮設ｻｯｶｰ場
50

【第21節】11月19日(日)11:00～ vs宮崎産業経営大学 @綾町小田爪多目
的広場 11

【第22節】11月25日(土)10:30～ vs佐賀大学 @福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰAｺｰﾄ 0
0

九州大学サッカーリーグ優勝(2年ぶり16回目)を決めました。

皆さま応援ありがとうございました！

○｢平成29年度 第21回福岡県サッカー選手権大会｣(第97回天皇杯全日本サ
ッカー選手権大会代表決定戦)

3月26日(日)10:30~ vs 九州三菱自動車 @西南学院大学田尻ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 7
0

【準決勝】4月2日(日)13:00~ vs 九州産業大学 @西南学院大学田尻ｸﾞﾘｰﾝﾌｨ
ｰﾙﾄﾞ 23(延長戦)

★トーナメント表はコチラ

○｢第1回キリンビバレッジPresents フェニックスサッカーフェスティバ
ル2017｣

3月13日(月)から17日(金)まで、宮崎県内で｢第1回キリンビバレッジ
Presents フェニックスサッカーフェスティバル2017｣が開催されました。

福岡大学など大学8チームが参加しました。

福岡大学(A1)の対戦成績は以下の通りです。

①福岡大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 24

②福岡大学 vs 名古屋学院大学 32

③福岡大学 vs 流通経済大学 13

④福岡大学 vs 鹿屋体育大学 22PK勝

⑤福岡大学 vs 名古屋学院大学 60

≲大会参加チーム≳　*50音順

・鹿屋体育大学

・産業能率大学

・東洋大学

・名古屋学院大学

・びわこ成蹊スポーツ大学

・福岡大学

・宮崎産業経営大学

・流通経済大学

○｢第9回大学サッカーフェスティバル in 島原｣

2月27日(月)～3月3日(金)の期間、長崎県で｢第9回大学サッカーフェスティ
バル in 島原｣が行われました。

～福岡大学A1チームの戦績～

【初日】 vs 大阪産業大学 41
【2日目】 vs 筑波大学 22

【3日目】 vs 仙台大学 10

【4日目】 vs 法政大学 10

【最終日】 vs 日本体育大学 02

■｢第9回大学サッカーフェスティバル in 島原｣

○開催期間 ： 平成29年2月27日(月)～3月3日(金)

○会場 ：

島原市営陸上競技場

島原市営平成町多目的広場

島原市営平成町人工芝グラウンド

雲仙市国見総合運動公園 遊学の里くにみ

○出場校 ：

東北 ： 仙台大学

関東 ： 筑波大学、日本体育大学、法政大学、早稲田大学、東京国際大学

東海 ： 中京大学

関西 ： 立命館大学、大阪学院大学、桃山学院大学、大阪産業大学

中国 ： 徳山大学、広島修道大学

九州 ： 福岡大学、日本文理大学、東海大学熊本、鹿屋体育大学

※ちなみに、優勝は鹿屋体育大学、準優勝は筑波大学、第3位は桃山学院大
学でした。

○選手・指導者らが毎年恒例のスペイン研修を実施しました！

福岡大学サッカー部の選手4名と指導者3名の計7名が毎年恒例のスペイン研
修を実施しました。

今回はスペイン･バルセロナで下記の日程、メンバーで研修を行いました。

【選手】 佐々木亜門選手(3年/MF)、大坪凌選手(3年/FW)、山下敬大選手
(3年/MF)、梅田魁人選手(1年/FW)

2017年1月5日(木)～1月19日(木)

【指導者】 乾眞寛監督、江本孝監督(高川学園高等学校サッカー部)、伊賀崇
人監督(福岡大学サッカー部女子)

2017年1月11日(水)～1月18日(水)

≲選手≳

午前中は地元バルセロナに本拠を置くリーガ1部クラブ、RCDエスパニョー
ルのU−14カテゴリーで監督を務めるポル氏によるトレーニングを実施しま
した。

このポル氏、現地では大変優秀な指導者として知られており、率いるチーム
はあのFCバルセロナと毎年熱い戦いを繰り広げているライバル関係にあり
ます。

午後は同じくバルセロナを本拠地とするスペイン3部(2部B)のCEサバデルに
練習参加しました。

研修前半はBチーム、後半はトップチームに入って真剣モードで練習に取り
組みました。

午前も午後もインテンシティが強く求められるハードな練習に最初は戸惑う
選手たちでしたが、スペインサッカーの本質を体感し、次第に順応していく
様子が印象的でした。

平日のトレーニングだけでなく、試合観戦・観光も充実の内容でした。

1月6日(金)はエスパニョールBチームのトレーニング視察、夜はエスパニョ
ール╳デポルティーボのリーガ観戦を楽しみました。

7日(土)･8日(日)は育成年代の試合を3つ観戦、この他カンプノウ体験ツアー
を実施しました。

11日(水)にはバルセロナ╳ビルバオ(国王杯)を、14日(土)はバルセロナ╳ラ
ス･パルマス(リーガ)をカンプノウにて観戦。

15日(日)は練習参加しているサバデルトップチームの試合観戦を楽しみまし
た。

≲指導者≳

福大選手たちの練習参加の様子を視察することは勿論、現地の様々な指導者
とコミュニケーションを図りました。

スペインサッカーの最新事情、現代サッカーのトレンド、選手育成などなど
話題には事欠きません。

11日(水)にはバルセロナ╳ビルバオ(国王杯)を、14日(土)はバルセロナ╳ラ
ス･パルマス(リーガ)をカンプノウで観戦。

13日(金)はFCバルセロナのトレーニング施設｢シウダ・デポルティーバ｣を
訪問。

昨年夏に福大のサッカーグラウンドで開催されたフットボールカンファレン
スにおいて指導者を務めたカルラス氏(現バルセロナU−14監督)との再会を果
たしました。

15日(日)は練習参加しているサバデルトップチームの試合観戦を楽しみまし
た。

近日、サバデルの公式ホームページにて今回の福大サッカー部の練習参加の
様子がアップされる予定です。

★「CEサバデル」公式HPはコチラ。

以下、ほんの一部ですが研修の様子を写真でご紹介します。

エスパニョールの練習を見学

カンプノウツアー 記者会見場にて

【午前】 指導者のポル氏と

【午前】ポル氏の熱い指導が連日続きます

【午前】ハードなポル氏のトレーニング

【午後】サバデルでのトレーニング①

【午後】サバデルでのトレーニング②

【午後】サバデルでのトレーニング③

カンプノウで国王杯を観戦する江本氏･伊賀氏

カンプノウで国王杯を観戦する乾監督･伊賀氏

世界最高峰のプレーを間近で観戦

昨年夏の福大クリニックで指導者を務めたカルラス氏と再会

サグラダファミリアをバックに

グエル公園にて乾監督と選手たち

サバデル会長のほかトップチーム監督も福大選手を熱心に観察

2016年

○第14回インディペンデンスリーグ全日本大学サッカーフェスティバル

11月29日(火)～12月2日(金)の日程で、宮城県で開催されました「アットホ
ームカップ2016 第14回インディペンデンスリーグ全日本大学サッカーフ
ェスティバル」において、福岡大学が2年連続4度目の優勝を果たしました！

【2回戦】11月30日(水) 10:30 vs関西大学 @みやぎ生協めぐみ野サッカー
場 32

【準決勝】12月1日(木) 10:30 vs愛知学院大学 @ひとめぼれスタジアム宮
城 40

【決勝戦】12月2日(金) 11:00 vs専修大学 @ひとめぼれスタジアム宮城 2
2(延長戦11)(PK87)

皆さま、ご声援ありがとうございました！

○第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会

8月27日（土）に第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦が行われま
した。

■第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会

【1回戦】8月27日(土) 17：00 vs ギラヴァンツ北九州 @本城陸上競技場
01

この結果により、1回戦敗退となりました。

応援してくださった皆さま、ありがとうございました！

○第66回九州地区大学体育大会(九州インカレ)

7月1日(金)～4日(月)までの日程で、 鹿児島県で「第66回九州地区大学体育
大会」(九州インカレ)が行われ、福岡大学A2チームが優勝し、大会4連覇を
達成しました！

≲試合結果≳

※昨年優勝の福岡大学はシードで2回戦からの出場でした。

【2回戦】7月2日(土) 12:40 vs 長崎県立大学 @国分運動公園陸上競技場
11−0

【準々決勝】7月3日(日) 10:00 vs 久留米大学 @国分運動公園陸上競技場
2−0

【準決勝】7月4日(月) 9:30 vs 熊本学園大学 @国分運動公園陸上競技場 8−
1

【決勝】7月4日(月) 14:30 vs 佐賀大学 @国分運動公園陸上競技場 6−0

★大会の最終的なトーナメント表はコチラ。

FUKUOKA UNIV. FOOTBALL CLUB

http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/?page_id=79
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/?page_id=30
http://rafamilia.ramzes.co.jp/coordinate.html
https://www.renofa.com/archives/29904/
http://www.jfa.jp/match/densocup_2018/
https://www.fcimabari.com/news/2017/000781.html
https://www.jufa.jp/_data/pdf/p_1513153593.pdf
https://www.jufa.jp/_data/pdf/p_1513412246.pdf
https://www.jufa.jp/_data/pdf/p_1513587537.pdf
https://www.jufa.jp/news/news.php?kn=694
https://www.jufa.jp/_data/pdf/p_1505279779.pdf
http://fukuoka-fa.com/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/2017-%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E8%A1%A8-%E5%B1%95%E9%96%8B%E7%94%A84.pdf
https://www.cesabadellfc.com/


★大会の最終的なトーナメント表はコチラ。

熱い声援をお送りいただき、ありがとうございました！

○第40回九州大学サッカートーナメント

この大会は「総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント九州大会」の予選
を兼ねています。

≲試合結果≳

【準々決勝】7月2日(土) 12:45 vs 日本文理大学 @福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 1
1(延長00)(PK35)

【2回戦】6月12日(日) 10:00 vs 東海大学熊本 @島原市平成町多目的広
場 20

【1回戦】6月11日(土) 9:30 vs 長崎総合科学大学 @島原市営平成町人工芝
G 30

この結果、福岡大学はベスト8という結果で大会を終え、総理大臣杯への出
場は叶いませんでした。

○平成28年度 第20回福岡県サッカー選手権大会

｢平成28年度 第20回福岡県サッカー選手権大会｣において、福岡大学サッカ
ー部が優勝しました！

この結果により、｢第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会｣に福岡県代表
として出場することが決定しました！

福岡大学は6年連続、31回目の出場となります。

*｢第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会｣の1−3回戦組合せ表はコチラ。

■平成28年度 第20回福岡県サッカー選手権大会

【決勝】6月26日(日) 13:06 vs 九州共立大学 @レベルファイブスタジア
ム 21(延長)

【準決勝】6月19日(日) 10:00 vs 九州国際大学 @福岡フットボールセンタ 
ー 50

*大会の最終的なトーナメント表はコチラ

○第31回九州大学サッカーリーグ(1部)

■福岡大学　試合日程・結果

九州大学サッカーリーグ1部は、熊本地震の影響を受け、第3節から第13節
までの試合(前期リーグ)を中止することとなりました。

≲前期≳

【第1節】4月9日(土) 11:00 vs 西南学院大学 @福岡大学グラウンド 01

【第2節】4月10日(日) 11:00 vs 熊本大学 @福岡大学グラウンド 21

※第3節～第13節：中止

≲後期≳

【第14節】9月17日(土) 14:00 vs 佐賀大学 @鳥栖市陸上競技場 14

【第15節】9月25日(土) 12:00 vs 東海大学熊本 @東海大学熊本松前記念ｻ
ｯｶｰ場 10

【第16節】10月8日(土) 11:00 vs 日本経済大学 @福岡大学仮設サッカー
場 40

【第17節】10月15日(土) 10:00 vs 九州国際大学 @福岡大学仮設サッカー
場 20

【第18節】10月23日(日) 11:00 vs 日本文理大学 @福岡大学仮設サッカー
場 31

【第19節】10月30日(日) 11:00 vs 九州共立大学 @福岡大学仮設サッカー
場 11

【第20節】11月6日(日) 11:00 vs 宮崎産業経営大学 @小林総合運動公園
展望広場 21

【第21節】11月13日(日) 10:00 vs 九州産業大学 @福岡大学仮設サッカー
場 12

【第22節】11月20日(日) 13:30 vs 鹿屋体育大学 @レベルファイブスタジ
アム

○九州大学選抜メンバー選出のお知らせ

3月4日(金)～6日(日)の日程で宮崎県で開催される『第30回デンソーカップ
チャレンジサッカー 宮崎大会』に出場する九州大学選抜のメンバーが決定
し、福岡大学サッカー部からは、以下6選手が選出されました。

・岩崎　知瑳選手(GK／3年)

・中島　大貴選手(DF／3年)

・瓜生　紘大選手(DF／3年)

・川上　竜選手(MF／3年)

・野嶽　惇也選手(MF／3年)

・瓜生　昂勢(MF／2年)

※岩崎選手を除く5名は、福岡大学サッカー部が毎年行っているスペイン研
修経験者となります。

★『第30回デンソーカップチャレンジサッカー 宮崎大会』のトーナメン
ト表はコチラ。

○福大サッカー部員5名がJICA海外ボランティアでボリビアへ出発しまし
た。

2月9日(火)、福岡大学サッカー部員5名(男子3名・女子2名)が、JICAの青年
海外協力隊員としてスポーツ振興に関するボランティアを行うため、南米・
ボリビア多民族国へ出発しました。

滞在は1カ月の予定です。

リーダーには福岡大学サッカー部OBで、アルビレックス新潟バルセロナで
もプレー経験のある西畑勇佑選手が選ばれています。

この出発式のことは福岡大学のホームページに記事として掲載されたほか、
テレビ西日本（TNC）ではニュースとして報道されました。

今後、現地での活動の様子は、福岡大学のホームページや専用の
Facebook、西畑勇佑選手のFacebookなどで随時情報発信していきます。

※今回の海外ボランティア活動は、2015年8月26日に福岡大学が独立行政
法人国際協力機構（JICA）とJICAボランティア事業に関する連携協定を締
結したことに基づいて行われています。

★福岡大学のホームページはコチラ。出発式の記事はコチラ。

★福岡大学JICAボランティアボリビア派遣のFacebookはコチラ。

★西畑勇佑選手のFacebookはコチラ。

★テレビ西日本（TNC）のニュース（映像なし）はコチラ。

○福岡少年院でサッカー教室を実施しました。

2月5日(金)、福岡少年院において福岡大学サッカー部によるサッカー教室を
実施しました。

詳細は下記の通りです。

○日時 ： 平成28年2月5日(金)　13時30分～15時30分

○場所 ： 福岡少年院　グラウンド

○内容 ： 在院生に対するサッカー実技指導

○受講人数 ： 100名程度

○福大サッカー部員が福岡市内の小学校でサッカー授業を行いました。

2月4日(木)、福岡大学サッカー部員によるサッカー授業が福岡市中央区の市
立舞鶴小学校で行われました。

福大サッカー部が2009年から始めた取り組みで、舞鶴小学校では初めての
開催となりました。

部員14名が小学1年生と4年生を指導し、歓声をあげながらボールを追いか
ける生徒の姿が印象的でした。

このサッカー授業の様子は、2月5日(金)の朝日新聞・西部版に記事として掲
載されたほか、NHK福岡「NEWS WEB」でも動画付きで紹介されました。

★NHK福岡「NEWS WEB」の動画はコチラ。

○福大選手・指導者らが毎年恒例のスペイン研修を実施しました。

2016年1月5日(火)～1月19日(火)までの15日間、福岡大学サッカー部の選
手4名と指導者ら4名が、スペイン・バルセロナに渡航し、毎年恒例となっ
たサッカー留学・指導者研修を行いました！

≲参加選手≳
○川上 竜選手(3年／MF)
○中村 太一選手(2年／MF)
○三浦 秀弥選手(2年／DF)
○石田 皓大選手(1年／DF)

≲参加指導者≳
○乾 眞寛監督
○木下 温子さん(九州国際大学 体育会サッカー部女子 監督)
○山下 翔さん(福岡教育大学)
○小笠原 匡人さん(福岡教育大学)

2週間余りの研修では、複数クラブ・カテゴリーでのトレーニング参加をは
じめ、リーガエスパニョーラと国王杯のあわせて4試合のFCバルセロナ観
戦、各カテゴリーのトレーニング見学・試合観戦、カンプ・ノウの体験ツア
ー、サグラダファミリア、グエル公園の観光など盛りだくさんの内容で、サ
ッカーを中心に充実した日々を過ごしました。

トレーニングは、前半一週間は選手の育成に定評があり、スペインのユース
リーグに参加する「Josep Maria Gene」(JMG)で午前・午後の2部トレー
ニングを実施しました。

後半一週間はトップチームがセグンダB（実質3部）に所属している「CEオ
スピタレット」で午前・午後の2部トレーニングを行いました。

午前中はトップチームとトレーニングし、午後はユースチームに1回、あと
はユースより上の年代で今季から新たに編成されたBチームでトレーニング
を行いました。

FCバルセロナのトレーニング施設「シウタ・エスポルティバ・ジョアン・
ガンペール」の視察見学では、2014年夏に福岡大学で実施したフットボー
ルカンファレンスに講師としてお招きしたジョアン・ビラ氏(現FCバルセロ
ナ・メソッド部門ディレクター)との再会や、昨年指導者としての優秀さを評
価され、エスパニョールからバルサに引き抜かれたU−14カテゴリーで監督
を務めるカルラス氏との対面も果たすことができました。

他にもRCDエスパニョールトップチーム及びBチームのトレーニング見学
や、くしくもバルセロナダービーとなった国王杯「バルセロナ╳エスパニョ
ール」（ホーム＆アウェイ計2試合）、リーガ「バルセロナ╳グラナダ」＆
「バルセロナ╳ビルバオ」の試合観戦、カンプ・ノウ体験ツアー、観光とし
てサグラダ・ファミリア、グエル公園の見学などを行いました。

試合観戦だけとっても、エスパニョールユース、エスパニョールB、オスピ
タレットトップチームとU−14年代からユースまでの育成年代、プロ3部に相
当するセグンダBの試合を計3試合、リーガ・国王杯含めエスパニョール2試
合、バルセロナ4試合を観戦するなど、幅広いカテゴリーを数多く観戦して
スペインサッカーの神髄を理解するのに十分な研修となりました。

今回の研修も福岡大学が行う「魅力ある学士課程教育支援プログラム」の
「体育・スポーツのエキスパート育成プログラム」の一環として実施されま
した。

※今回の福岡大学のスペイン研修は、当社と業務提携を結んでいるBalónQ 
Sport & Formationが現地でのアテンド、コーディネートを担当しました。

福岡大学 スポーツ科学部 HP

福岡大学 サッカー部 HP

乾 眞寛監督 HP

Josep Maria Gené(JMG) HP

CEオスピタレット(CE LʼHospitalet) HP

2015年

○「ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ Presents 平成27年度 第64回全日本大学サッカー選手権
大会」

■平成27年度 第64回全日本大学サッカー選手権大会

【2回戦】12月10日(木) 10:50 vs順天堂大学 @川口市青木町公園総合運動
場 21

この結果、福岡大学はベスト16の成績で今大会を終えました。

応援ありがとうございました！

○「Iリーグ全日本大学サッカーフェスティバル」

11月26日(木)～29日(日)の日程で、宮城県で開催されました「アットホー
ムカップ2015 第13回インディペンデンスリーグ全日本大学サッカーフェ
スティバル」において、福岡大学が優勝しました。

2012年の大会以来、3年ぶりの優勝となりました。

【2回戦】11月27日(金) 13:30 vs東海大学 @宮城県サッカー場Aグラウン
ド 32

【準決勝】11月28日(土) 11:00 vs明治大学 @ひとめぼれｽﾀｼﾞｱﾑ宮城 3
0(延長戦)

【決勝戦】11月29日(月) 11:00 vs法政大学 @ひとめぼれｽﾀｼﾞｱﾑ宮城 2
1(延長戦)

皆さま、応援ありがとうございました！

○「第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会」

【1回戦】8月29日(土) 16：00～ vsロアッソ熊本 @水前寺競技場 0(0
0)1

皆さま応援ありがとうございました！

○木本恭生選手の来季C大阪入団が内定しました！

福岡大学サッカー部に所属し、全日本大学選抜に選ばれ、今年7月のユニバ
ーシアード競技大会にも出場した木本恭生選手(4年/MF)の来季セレッソ大
阪入団が内定しました！

※セレッソ大阪の発表記事はコチラ。

○永石拓海選手がU22日本代表候補の京都キャンプにトレーニングパート
ナーとして参加します。

8月23日～26日まで京都でトレーニングキャンプを行うU−22日本代表候補
メンバーが先日発表され、福岡大学サッカー部に所属する永石拓海選手(2
年/GK)がトレーニングパートナーとしてキャンプに参加することになりま
した。

○「2015年度 第39回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント」

【2回戦】8月10日(月) 15:30～ vs専修大学 @J−GREEN堺ﾒｲﾝﾌｨｰﾙ
ﾄﾞ 1(3PK1)1

【準々決勝】8月12日(水) 15:30～ vs筑波大学 @J−GREEN堺ﾒｲﾝﾌｨｰﾙ
ﾄﾞ 1(03)3

ベスト8で大会を終えました。応援ありがとうございました！

○永石拓海選手がサガン鳥栖の特別指定選手に承認されました！

サガン鳥栖は福岡大学サッカー部に所属する永石拓海選手(2年/GK)が、公
益財団法人日本サッカー協会より特別指定選手として承認されたと発表しま
した。

サガン鳥栖の発表記事はコチラ。

○木本恭生選手がアビスパ福岡の特別指定選手に承認されました！

アビスパ福岡は福岡大学サッカー部に所属する木本恭生選手(4年/MF)が、
公益財団法人日本サッカー協会より特別指定選手として承認されたと発表し
ました。

アビスパ福岡の発表記事はコチラ。

○第19回福岡県サッカー選手権大会

(第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会･福岡県代表決定戦)

【準決勝】6月28日(日) 18:30 vs九州三菱自動車 @福岡大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 60 

【決勝】7月5日(日) 14:00 vs九州産業大学 @ﾚﾍﾞﾙﾌｧｲﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 10

この結果、第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会に福岡県代表として出
場が決定しました。

福岡大学は5年連続30回目の出場となります。

○第65回九州地区大学体育大会(九州インカレ)でA2が3連覇を達成！

【1回戦】6月22日(月)　12:40～　vs西九州大学　150

【2回戦】6月23日(火)　14:30～　vs熊本保健科学大学　81

【準々決勝】6月24日(水)　13:00～　vs九州産業大学　51

【準決勝】6月25日(木)　10:00～　vs熊本学園大学　71

【決勝】6月25日(木)　14:00～　vs九州共立大学　11(延長戦10)

○第39回九州大学サッカートーナメント大会で優勝しました！

福岡大学サッカー部はシード校のため準々決勝からの出場となりました。

この大会は8月に行われます第39回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメ
ントの九州地区予選を兼ねて開催されました。

【準々決勝】5月30日(土) 12:45 vs日本経済大学 @福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 20

【準決勝】5月31日(日) 12:45 vs九州産業大学 @福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 10

【決勝】6月6日(土) 11:00 vs鹿屋体育大学 @春日公園球技場(サッカー場)

_11(00) EX00(00) PK42　優勝！

最優秀選手賞にはキャプテンとしてチームを牽引した稲葉修土選手(4
年/MF)が選ばれました。

九州第一代表として、第39回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントへ
の出場が決まりました！

○木本恭生選手がユニバーシアードの代表メンバーに選出されました。

7月2日より韓国･光州で行われる第28回ユニバーシアード競技大会(光州／
2015)のサッカー男子メンバーに、福岡大学サッカー部所属の木本恭生選手
(4年／MF)が選出されましたので、お知らせします。

○サッカー男子メンバーのリストはコチラ。

○ユニバーシアードの対戦カード、選抜チームの今後の予定はコチラ。

また、BACK UP メンバーとして同大学サッカー部から永石拓海選手(2年／
GK)が選ばれています。

○韓国遠征を実施しました。

4月30日(木)～5月6日(水)の日程で韓国遠征を行いました。

①4月30日(木)　　韓国到着

②5月1日(金)　　AM　トレーニング

② 5月1日(金)14:30　トレーニングマッチ（vs東義大学）

② 5月1日(金)夜　東義大学とのレセプションパーティー

③5月2日(土)　　AM　トレーニングマッチ

③ 5月2日(土)PM　トレーニングマッチ

④5月3日(日)　　AM　トレーニング（雨天のため室内にて）

④ 5月3日(日)PM　移動・リフレッシュ

⑤5月4日(月)　　AM　ミーティング・リフレッシュ

⑤ 5月4日(月)PM　トレーニングマッチ（vs蔚山大学）

⑥5月5日(火)　　移動・観光

⑦5月6日(水)　　福岡到着

○第30回九州大学サッカーリーグ1部

【第1節】4月11日(土) 10:00 vs東海大学熊本 @福岡大学グラウンド 31

【第2節】4月12日(日) 11:00 vs沖縄国際大学 @福岡大学グラウンド 50

【第3節】4月18日(土) 11:00 vs日本経済大学 @福岡大学グラウンド 21

【第4節】4月25日(土) 11:00 vs九州国際大学 @KIU FIELD 31

【第5節】4月29日(火) 18:00 vs福岡教育大学 @福岡大学グラウンド 30

【第6節】5月9日(土) 11:00 vs佐賀大学 @佐賀市健康運動ｾﾝﾀｰ 人工芝 30

【第7節】5月17日(日) 11:00 vs九州産業大学 @九州産業大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 11

【第8節】6月14日(日) 11:00 vs九州共立大学 @福岡大学グラウンド 81

【第9節】7月19日(日) 11:00 vs日本文理大学 @福岡大学グラウンド 42

【第10節】9月2日(水) 11:00 vs宮崎産業経営大学 @木花サッカー場 20

【第11節】9月12日(土) 11:00 vs鹿屋体育大学 @鹿屋体育大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

_32

http://fukuoka-fa.com/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E8%A1%A8_2016%E3%80%80HP.pdf
https://www.jufa.jp/_data/pdf/p_1453790920.pdf
https://www.fukuoka-u.ac.jp/
https://www.fukuoka-u.ac.jp/activity/topics/16/02/10153333.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003098239219
https://www.tnc.co.jp/news/articles/1454
https://www.facebook.com/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6-JICA-%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%93%E3%82%A2%E6%B4%BE%E9%81%A3-1242053009142328/
http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20160204/5591441.html
http://www.balonq.com/
https://www.spo.fukuoka-u.ac.jp/
https://fukuoka-u-football.com/
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/
http://www.aejosepmariagene.com/
https://www.celh.es/
https://www.cerezo.jp/news/2015-08-25-3/
http://www.sagan-tosu.net/news/p/548/
http://www.avispa.co.jp/news/release_2015_231.html
http://www.jfa.jp/match/emperorscup_2015/
https://www.jufa.jp/_data/pdf/p_1431331077.pdf
https://www.jufa.jp/news/news.php?kn=339


【第12節】9月19日(土) 10:00 vs東海大学熊本 @東海大学熊本グラウンド

_41

【第13節】9月23日(水) 11:00 vs沖縄国際大学 @沖縄国際大学グラウンド

_62

【第14節】9月27日(日) 11:00 vs日本経済大学 @福岡大学グラウンド 51

【第15節】10月4日(日) 11:00 vs九州国際大学 @福岡大学グラウンド 70

【第16節】10月11日(日) 13:30 vs福岡教育大学 @九州産業大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

_50

【第17節】10月18日(日) 11:00 vs佐賀大学 @福岡大学グラウンド 42

【第18節】10月24日(土) 18:00 vs九州産業大学 @福岡大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 21

【第19節】10月31日(土) 11:00 vs九州共立大学 @九州共立大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

_20

【第20節】11月7日(土) 11:00 vs日本文理大学 @日本文理大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

_11

【第21節】11月14日(土)  18:00 vs宮崎産業経営大学 @福岡大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
40

【第22節】11月23日(月) 13:30 vs鹿屋体育大学 @博多の森陸上競技場 1
0

○中島大貴選手が鳥栖の特別指定選手に承認されました。

3月13日(金)、サガン鳥栖は福岡大学サッカー部に所属する中島大貴選手(2
年／DF)が、公益財団法人日本サッカー協会より特別指定選手として承認さ
れたと発表しました。

サガン鳥栖の発表記事はコチラ。

○木本恭生選手が大会MVP、稲葉選手・永石選手が大会ベストイレブンに
選ばれました。

2015年2月26日(木)から28日(土)の日程で行われた「第29回デンソーカッ
プチャレンジサッカー 広島大会」において、福岡大学サッカー部に所属する
木本恭生選手(3年／MF)が大会MVPに、稲葉修土選手(3年／MF)、永石拓
海選手(1年／GK)が大会ベストイレブンに選ばれました！

大会の最終順位、表彰者の一覧はコチラ。

○福岡大学の選手・指導者らがスペインに研修渡航しました。

2015年1月7日～1月20日までの14日間、福岡大学サッカー部の選手4名・
指導者ら5名がスペインにサッカー留学・指導者研修を行いました。

≲参加選手≳

○野嶽 惇也選手(2年／FW)

○瓜生 紘大選手(2年／DF)
○中島 大貴選手(2年／DF)

○瓜生 昴勢選手(1年／MF)

≲参加指導者≳

○乾 眞寛監督

○有吉 和哉コーチ

○杉 秋成コーチ

○九州工業大学より2名様

前半のバルセロナでは、スペインのユースリーグに参加するJosep Maria
Geneでの午前・午後のトレーニング、FCバルセロナのトレーニング施設で
カンテラのトレーニング視察、ユース年代の試合観戦、施設見学、リーガ観
戦「バルセロナ╳A・マドリード」、国王杯観戦「バルセロナ╳エルチェ」等
を実施しました。
バルセロナのトレーニング施設では、昨年夏に福岡大学で実施したフットボ
ールカンファレンスに講師としてお招きしたジョアン・ビラ氏（現FCバル
セロナ・メソッド部門ディレクター）にもお会いすることができました。

後半のエルチェでは、当社が業務提携契約を結んでいるリーガ1部所属のエ
ルチェCFのBチームとユースAチームで午前・午後のトレーニングを連日行
いました。この他、ジュニアユースチームを率いるコーチによる個人トレー
ニングやトップチーム監督との対談、ホームスタジアム見学、国王杯観戦
「エルチェ╳バルセロナ」、リーガ観戦「エルチェ╳レバンテ」等を実施しま
した。

バルセロナ、エルチェと各滞在先でレベルやカテゴリーの異なるサッカーを
体験し、非常に充実した中身の濃いサッカー留学・指導者研修となりまし
た。

今回のサッカー留学・指導者研修の様子は、早速エルチェCFの公式HPに2
回にわたり記事が掲載されました。

★「エルチェCF」公式HPに掲載された1月14日の記事はコチラ。

★「エルチェCF」公式HPに掲載された1月15日の記事はコチラ。

福岡大学 スポーツ科学部 HP

福岡大学 サッカー部 HP

エルチェCF HP

2014年

○平成26年度 第63回全日本大学サッカー選手権大会

【1回戦】12月11日（木） 11：00～ vs 高知大学  味の素スタジアム西競
技場

10（延長）

【2回戦】12月14日（日） 13：30～ vs 専修大学  味の素フィールド西が
丘

21（延長）

【準々決勝】12月16日（火） 14：05～ vs びわこ成蹊スポーツ大学  町田
市立陸上競技場　11（PK56）

※福岡大学はベスト8で大会を終えました。

○Jリーグ入団選手の合同記者会見を行いました。

12月1日（月）にJリーグ入団選手（5名）の合同記者会見を福岡大学にて行
いました。

※五十音順

○大武 峻選手（名古屋グランパス）

○武内 大選手（V・ファーレン長崎）

○田村 友選手（アビスパ福岡）

○山� 凌吾選手（サガン鳥栖）

○弓崎 恭平選手（ギラヴァンツ北九州）

選手への温かいご声援をよろしくお願いします！

○武内大選手の来季（2015シーズン）からの新加入内定をV・ファーレン
長崎が発表

V・ファーレン長崎が、福岡大学サッカー部所属の武内大選手（4年／DF）
の来季（2015シーズン）からの新加入内定を発表しました。

詳しくはコチラ。

○大武峻選手の来季（2015シーズン）からの新加入内定を名古屋グランパ
スが発表

名古屋グランパスが、福岡大学サッカー部所属の大武峻選手（4年／DF）の
来季（2015シーズン）からの新加入内定を発表しました。

詳しくはコチラ。

○山�凌吾選手の来季（2015シーズン）からの新加入内定をサガン鳥栖が
発表

サガン鳥栖が、福岡大学サッカー部所属の山�凌吾選手（4年／FW）の来季
（2015シーズン）からの新加入内定を発表しました。

詳しくはコチラ。

○第29回九州大学サッカーリーグ（1部）後期の試合日程・結果

9月13日に第29回九州大学サッカーリーグ後期が開幕しました。

1部に所属する福岡大学サッカー部の後期試合日程・結果は下記の通りで
す。

【第10節】9月14日（日） 11：00 vs 九州産業大学 福岡大学サッカ
ー場　23

【第11節】9月21日（日） 11：00 vs 九州国際大学 福岡大学サッカ
ー場　21

【第12節】9月27日（土） 11：00 vs 九州共立大学 九州共立大学サ
ッカー場　10

【第13節】10月5日（日） 11：00 vs 日本文理大学 大分スポーツ公
園 Bコート

21

【第14節】10月11日（土）　11：00　vs 佐賀大学　唐津フットボールセ
ンター　21

【第15節】10月25日（土）　10：00　vs 日本経済大学　福岡大学サッカ
ー場　50

【第16節】11月2日（日）　11：00　vs 宮崎産業経営大学　福岡大学サ
ッカー場　10

【第17節】11月8日（土）　10：00　vs 鹿屋体育大学　福岡大学サッカ
ー場　40

【第18節】11月24日（月）　11：00　vs 福岡教育大学　レベルファイブ
スタジアム

20

福岡大学はリーグ準優勝でした。

また、個人賞は次の通りでした。

○ベストDF賞　：　大武 峻選手
○優秀選手賞　：　稲葉 修土選手

○総理大臣杯2回戦の試合結果を更新しました。

8月11日（月）、ヤンマーフィールド長居において総理大臣杯2回戦が行わ
れ、福岡大学は流通経済大学に0−1で敗れました。

○2014 年度 第38 回 総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント

≲2回戦≳

8月11日（月）　15：30～　vs 流通経済大学　ヤンマーフィールド長
居　01

○『福岡大学フットボール･カンファレンス2014』を開催しました。

8月2日（土）・3日（日）の2日間、FCバルセロナの指導者ジョアン・ビラ
氏をスペインから招き、『福岡大学フットボール･カンファレンス2014』を
福岡大学主催で開催しました。

あいにくの雨天ではありましたが、九州各地のみならず大勢の方にお集まり
いただき、盛況のなか無事終了しました。

ご参加いただいた皆様、ご協力いただきました皆様、大変有難うございまし
た。

概要は下記の通りです。

『福岡大学フットボール･カンファレンス2014』

～ジョアン･ビラ氏によるFCバルセロナ コーチングセミナー(講義＆実技)～

◆主催　： 福岡大学

◆後援　： 九州サッカー協会／福岡県サッカー協会

◆運営・協力　： 株式会社ラムゼス／株式会社バロンQ ｽﾎﾟｰﾂ＆ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ

◆実施・実技サポート　： 福岡大学サッカー部

○開催日 ： 2014年8月2日（土）・3日（日）

○開催時間 ：

【8月2日】 19時00分～21時00分（ジョアン・ビラ氏講演会）

【8月3日】 ①9時00分～11時00分／②12時00分～14時00分（指導者・
選手ｸﾘﾆｯｸ）

○開催場所 ：

福岡大学病院 福大メディカルホール／福岡大学 サッカーグラウンド

○弓崎恭平選手の来季（2015シーズン）からのプロ契約締結をギラヴァン
ツ北九州が発表

ギラヴァンツ北九州が、福岡大学サッカー部所属の弓崎恭平選手（4年／
DF）の来季（2015シーズン）からのプロ契約締結を発表しました。

詳しくはコチラ。

○九州地区大学体育大会でA2チームが優勝しました。

6月28日（土）～7月1日（火）の日程で九州地区大学体育大会（九州イン
カレ）が熊本にて開催されました。

福岡大学からはA2チームが出場し、鹿屋体育大学との決勝戦に勝利し、昨
年度に続き優勝を果たしました。

～A2チームの試合結果～

【1回戦】6月28日（土）　10：50～　vs 九州看護福祉大学

熊本学園大学西合志グラウンド　120

【2回戦】6月29日（日）　15：00～　vs 北九州市立大学

熊本学園大学西合志グラウンド　40

【3回戦(準々決勝)】6月30日（月）　9：30～　vs 宮崎大学

嘉島町運動公園　50

【準決勝】7月1日（火）　10：00～　vs 九州国際大学

益城町運動公園　41

【決勝】7月1日（火）　13：30～　vs 鹿屋体育大学

嘉島町運動公園　00 PK（42）

大会トーナメント表はコチラ

○第18回福岡県サッカー選手権大会（第94回天皇杯全日本サッカー選手権
大会代表決定戦）　優勝

6月29日（日）、福岡県サッカー選手権大会の決勝が行われ、福岡大学が4
対1で九州産業大学を下して見事優勝。この結果を受け、第94回天皇杯全日
本サッカー選手権大会への出場を決めました。福岡大学サッカー部の天皇杯
出場は4年連続29回目となります。

≲決勝戦≳

6月29日（日）　13：00～　vs 九州産業大学　レベルファイブスタジア
ム 41

※福岡県サッカー選手権大会の結果・トーナメント表はコチラ

天皇杯1回戦の日程は下記の通りです。

7月5日（土）　13：00　vs 高知大学　レベルファイブスタジアム

※天皇杯について詳細はコチラ

○全日本選抜のスペイン遠征メンバーに木本選手・永石選手が選出。

7月6日(日)～15日（火）までの10日間、スペイン・ムルシアにて全日本大
学選抜の強化海外遠征が実施されます。その遠征メンバーに福岡大学サッカ
ー部より下記の2選手が選ばれましたので、お知らせします。

〇木本　恭生（MF／3年）

〇永石　拓海（GK／1年）　　*BACK UP メンバー

※遠征参加メンバーはコチラ

※遠征スケジュールはコチラ

○諸岡佑輔選手が選ばれたU19日本代表がUAEに遠征しました。

福岡大学サッカー部に所属する諸岡佑輔選手（1年／FW）が、U−19日本代
表のUAE遠征メンバーに選出され、無事遠征を終えましたのでお知らせしま
す。

〇行事名 ： U−19（FIFA U−20ワールドカップ2015）日本代表　UAE遠征

〇期間・場所 ： 2014年6月2日（月）～6月9日（月）　UAE／ドバイ

____________________2014年6月10日（火）～6月12日（木）　神奈川県
／横浜

※遠征メンバーとスケジュールは コチラ。

○九州大学サッカートーナメント大会で優勝しました！

6月8日（日）に第38回九州大学サッカートーナメント大会の決勝が行わ
れ、延長・PK戦の末、福岡大学が勝利し、2年ぶり29回目の優勝を果たし
ました。

また、大会の最優秀選手賞には福岡大学サッカー部所属の大武峻選手（DF
／4年）が選ばれました。

福岡大学は、8月8日（金）から大阪府にて開催される第38回総理大臣杯全
日本大学サッカートーナメントに、九州第１代表として出場し、5年ぶりと
なる全国制覇を目指します。

福岡大学の総理大臣杯本選出場回数は、6年連続31回目となります。

≲試合結果≳

6月8日（日）　11：00～
福岡大学 vs 鹿屋体育大学　小郡陸上競技場　00（PK32）

○全日本大学選抜・強化合宿のメンバーに木本選手・永石選手が選出。

6月9日(月)～6月11日（水）の日程で大阪府内にて実施される全日本大学選
抜の強化合宿のメンバーに、福岡大学サッカー部から木本選手・永石選手の
2選手が選ばれました。

この全日本大学選抜は2015年7月に開催予定の第28回ユニバーシアード競
技大会(韓国・光州)で金メダル獲得を目指すチームです。

合宿最終日の11日には、2016年のリオデジャネイロ五輪を目指すU−21日
本代表候補メンバーと練習試合を行う予定です。

○木本 恭生選手（MF／3年）

○永石 拓海選手（GK／1年）　*BACK UP メンバー

その他参加メンバーはコチラ。

○アビスパ福岡が田村友選手の来季加入を内定しました。

アビスパ福岡が、福岡大学サッカー部所属の田村友選手（4年／MF）の来季
の加入を内定し、仮契約を締結しました。

詳しくはコチラ。

○全日本選抜・強化合宿のメンバーに3選手が選ばれました。

5月19日(月)～5月21日（水）の3日間、東京都内にて実施される全日本大
学選抜の強化合宿のメンバーに、福岡大学サッカー部から次の3選手が選ば
れました。

○永石 拓海選手（GK／1年）

○中島 大貴選手（DF／2年）

○川上 竜選手（MF／2年）　*BACK UP メンバー

その他参加メンバーはコチラ。

強化合宿のスケジュールはコチラ。

○田村友選手がアビスパ福岡の特別指定選手に承認されました。

福岡大学サッカー部所属の田村友選手（4年／MF）が、アビスパ福岡の特別
指定選手に承認されました。

詳しくはコチラ。

○武内大選手がV･ファーレン長崎初の特別指定選手に承認されました。

福岡大学サッカー部所属の武内大選手（4年／DF）が、V･ファーレン長崎の
特別指定選手に承認されました。クラブとして初の受け入れ選手となりま
す。

詳しくはコチラ。

○史上初の快挙！大武峻選手が大躍進中。

福岡大学サッカー部に所属する大武峻選手（4年／DF）が、特別指定選手に
承認された名古屋グランパスにおいて、Jリーグ開幕戦から全試合スタメン
フル出場を果たしています。（4月14日現在）

特別指定選手の開幕スタメン出場はJリーグ史上初の快挙となります。

日に日に注目度が増している大武選手への応援を宜しくお願いします！

○第29回九州大学サッカーリーグ（1部）前期の試合日程・結果

4月5日に第29回九州大学サッカーリーグが開幕しました。

1部に所属する福岡大学サッカー部の前期試合日程・結果は下記の通りで
す。

≲前期試合日程・結果≳

【第1節】 4月5日（土）　11:00　福岡大学 vs 日本経済大学

__福岡大学サッカー場　60

【第2節】 4月6日（日）　11:00　福岡大学 vs 佐賀大学

__福岡大学サッカー場　40

【第3節】 4月12日（土） 11:00 福岡大学 vs 九州共立大学

__福岡大学サッカー場　42

【第4節】 4月20日（日） 11:00 九州国際大学 vs 福岡大学

__KIU Field　00

【第5節】 4月27日（日） 11:00 宮崎産業経営大学 vs 福岡大学

__シーガイアイベントスクエア　 11

【第6節】 5月11日（日） 11:00 福岡大学 vs 福岡教育大学

__福岡大学サッカー場　50

【第7節】 5月18日（日） 11:00 九州産業大学 vs 福岡大学

__九州産業大学サッカー場　00

【第8節】 6月15日（日） 11:00 鹿屋体育大学 vs 福岡大学

__鹿屋体育大学サッカー場　22

【第9節】 6月22日（日） 11:00 福岡大学 vs 日本文理大学

__福岡大学サッカー場　30

その他1部の前期試合日程・結果はコチラ。



福岡大学サッカー部に所属する諸岡佑輔選手（1年／FW）が、U−19日本代
表のミャンマー遠征（4月6日～11日）メンバーに選出されました。2015
年のU−20W杯出場を目指すU−19日本代表は、遠征中の9日にKBZ FCとト
レーニングマッチを、10日にU−19ミャンマー代表と国際親善試合を行いま
した。試合結果は次の通りです。

4月9日（水） 40 国際親善試合　vs　KBZ FC （Youth Training 
Center）

4月10日（木） 01 国際親善試合　vs　U−19ミャンマー代表 （Youth 
Training Center）

遠征メンバーとスケジュールは コチラ。

○木本選手が第11回大学日韓（韓日）定期戦にフル出場しました。

福岡大学サッカー部所属の木本恭生選手（新3年／DF）が、3月29日（土）
に開催された「DENSO CUP SOCCER 第11回大学日韓（韓日）定期戦」
において全日本大学サッカー選抜チームのメンバーとしてフル出場を果た
し、勝利に貢献しました。

詳しくはコチラ。

○山�凌吾選手がサガン鳥栖の特別指定選手に承認されました。

福岡大学サッカー部所属の山�凌吾選手（新4年／FW）が、昨年に引き続き
サガン鳥栖の特別指定選手に承認されました。

詳しくはコチラ。

○日本サッカー界の父 Dettmar Cramer クラマーカップ記念講演会を開
催。

－ FIFAワールドカップ2014ブラジル大会に向けての日本代表への提言 －

平成26年1月11日(土)、日本サッカー界の父として知られているデットマー
ル・クラマー（Dettmar Cramer）（88歳）氏をドイツから福岡大学に招
いて、講演会を開催しました。

この講演会は、1月11日(土)から13日(月・祝)に宗像市のグローバルアリー
ナで開催された「クラマーカップ2014」を記念してのもので、現在の日本
サッカー界の礎となっているクラマー氏のサッカーの教えを各指導者が今後
の指導に活かすと同時に、次世代へ継承して健全な青少年の育成に寄与する
ことを目的に開催されました。

当日は、クラマー氏が、幼少期から将来までの選手育成法や指導環境の改善
法などについて講演したほか、日本サッカー界の将来像やFIFAワールドカッ
プ2014ブラジル大会に向けての日本代表について提言していただきまし
た。

また、午前と午後に福岡大学の男子・女子両サッカー部の練習を視察、直接
指導もしていただきました。

≲講演会概要≳
【日 時】： 平成26年1月11日(土)　開場17:30　開演18:00
【場 所】： 福岡大学七隈キャンパスA棟AB01教室　　※入場無料
（住所：福岡市城南区七隈8丁目19番1号）（電話：092−871−6631）
【主 催】：クラマーカップ実行委員会
【共 催】：福岡大学
【後 援】：九州サッカー協会、福岡県サッカー協会、福岡市サッカー協会、
九州大学サッカー連盟、 福岡市クラブユース連盟

○木本恭生選手が全日本大学選抜のベストイレブンに選出されました。

福岡大学サッカー部の木本恭生選手（2年／DF） が第28回デンソーカップ
チャレンジサッカー西都市大会のベストイレブンに選出されました。

木本選手は2 月28 日（金）～3 月2 日（日）の日程で行われた上記大会に
全日本大学選抜のメンバーとして参加し、関西選抜との決勝戦では1アシス
トを記録しました。

ベストイレブンなど表彰一覧はコチラ。

○大武峻選手が名古屋グランパスの特別指定選手に認定されました。

福岡大学サッカー部所属の大武峻選手（新4年／DF）が2月26日付で名古屋
グランパスの特別指定選手に認定されました。

詳しくはコチラ。

○乾監督ら指導者4名がスペインに研修渡航しました。

2014年1月中旬～1月下旬までの10日間、乾監督ら指導者4名がスペイン
へ。
バルセロナ、アリカンテ、エルチェ、バレンシアで指導者研修を実施しまし
た。

≲研修参加指導者（乾監督除く）≳
○蒲原 晶昭氏（佐賀県立佐賀東高等学校サッカー部 監督）
○㌭谷 修士氏（福岡DREAMS FOOTBALL CLUB 代表）
○前田 茂樹氏（宮崎県立宮崎大宮高等学校サッカー部 監督）

バルセロナでは、FCバルセロナのトップチームをはじめバルサB、ユースチ
ーム等下部カテゴリーのトレーニング・試合に広く利用されている「FCBシ
ウタ・エスポルティバ」にてトレーニングを視察。あわせて、マシアと呼ば
れるカンテラ戦士たちが生活する選手寮「オリオル・トルト・トレーニング
センター」も見学しました。

トレーニング視察は2日にわたり計2回行いました。1回目はインファンティ
ルと呼ばれるU−13年代のチームとU−12年代でマシアで生活する10名の選
手たちのトレーニング、2回目はバルセロナBとフベニールA（ユース1軍）
のトレーニングを視察しました。

カンテラと呼ばれる育成組織からは、メッシ、シャビ、イニエスタ、ペド
ロ、ピケ・・・数えればきりがないほどの選手がFCバルセロナによって育
てられ、今もチームの中心選手としてスペイン代表や世界の舞台で活躍して
います。

施設では日本でのサッカークリニックでもおなじみのジョアン・ビラ氏（現
FCバルセロナ・メソッド部門ディレクター）にもお会いすることができま
した。

この他バルセロナでは国王杯（エスパニョール╳アルコルコン）を観戦。4−
2で乱戦をなんとか制したエスパニョールがベスト8進出を決めた試合でし
た。

続くアリカンテでは、同時期にリーガ2部に属するエルクレスCFのBチーム
に練習参加していた福岡大学サッカー部の選手・コーチと合流。トレーニン
グ視察やエルクレスCFの施設見学、Bチームの監督・フィジカルコーチと選
手について質疑応答、意見交換等を行いました。

アリカンテの隣町であるエルチェでは、リーガ1部に属するエルチェCFの会
長・GMらクラブ幹部と面談。将来に向けたクラブのビジョンやトップから
下部まで一気通貫で選手を見ている強み等、様々な話を聞くことができまし
た。また、エルチェ╳ラージョ・バジェカーノ戦（2−0）をクラブ側の好意
でVIP観戦しました。

最後の滞在先となったバレンシアでは、リーガ・エスパニョーラのレバンテ
╳バルセロナ戦（1−1）を視察し、無事終了。

バルセロナ、アリカンテ、エルチェ、バレンシアと各滞在先でレベルやカテ
ゴリーが異なるサッカーに触れ、非常に充実した中身の濃いスペイン研修と
なりました。

今回の指導者研修はエルクレスCFやエルチェCFの公式HP等で記事が掲載さ
れる予定です。

福岡大学 スポーツ科学部 HP

福岡大学 サッカー部 HP

エルクレスCF HP

エルチェCF HP

○スペインのエルクレスCFに選手・コーチが練習参加しました。

2014年1月初旬～1月下旬までの14日間、福岡大学サッカー部から選抜さ
れた選手3名とコーチ1名がスペインへ。

リーガ・エスパニョーラのセグンダ・ディビシオン（2部）に所属するエル
クレスCFのＢチームへ練習参加しました。

≲練習参加選手・コーチ≳

○武内 大選手（3年/DF）

○木本 恭生選手（2年/DF）

○川上 竜選手（1年/MF）

○福嶋 洋コーチ

滞在中、マドリードではリーガ・エスパニョーラのＡ・マドリード╳バルセ
ロナ戦、エルチェではエルチェ╳ラージョ・バジェカーノ戦も観戦。

世界基準のサッカーに触れ、技術やメンタル面はもちろん、人間力も高まる
遠征となりました。

今回のスペイン研修はエルクレスCFの公式HP等で記事が掲載される予定で
す。

今回の遠征は、福岡大学の「体育・スポーツエキスパート養成支援プログラ
ム」の海外研修として行われました。

福岡大学 スポーツ科学部 HP

福岡大学 サッカー部 HP

エルクレスCF HP

2013年

○全日本大学選抜候補に木本・川上両選手が選出！

2015年の「第28回ユニバーシアード競技大会 韓国光州」を目指すメンバ 
ーとして、全日本大学選抜の候補選手が選出されました。福岡大学からは木
本恭生選手（スポーツ科学部・2年）、バックアップメンバーとして川上竜
選手（スポーツ科学部・1年）が選ばれました。

詳細はコチラ。

○Iリーグ全国大会で福岡大学A2が準優勝！

11月29日～12月1日までの日程で行われた「アットホームカップ2013  第
11回インディペンデンスリーグ全日本大学サッカーフェスティバル」にお
いて、福岡大学サッカー部A2が出場（9回目）し、準優勝しました。

試合結果は次の通りです。

【1回戦】　 vs 札幌大学　11月29日（金）11：00～

@宮城県サッカー場Aグラウンド・Bグラウンド　　2－1

【準決勝】　vs 金沢星稜大学　11月30日（土）11：00～

@宮城スタジアム　　0－0　PK4－1

【決勝】　vs 阪南大学　12月1日（日）11：00～

@宮城スタジアム　　0－3

大会のトーナメント表はコチラ。

○第62回全日本大学サッカー選手権大会

第62回全日本大学サッカー選手権大会への出場が決定し、福岡大学は九州
地区第3代表として出場しましたが、1回戦敗退となりました。

【1回戦】　vs 愛知学院大学　12月15日（日） 11：00～

@味の素スタジアム西競技場　1－2

大会のトーナメント表はコチラ。

○読売新聞の記事で取り上げられました。

10月8日（火）の読売新聞・朝刊（西部版/九州山口）において、大学とJク
ラブが特別指定選手制度の活用などで協力関係を強めている主旨の記事が大
きく掲載されました。記事中、福岡大学サッカー部とJ1・サガン鳥栖が例と
して取り上げられましたのでお知らせします。

≲記事の主旨≳

①福岡大学サッカー部とJ1・サガン鳥栖との協力関係が強まっている。

②大学にとってはJ1クラブに練習参加することで選手のレベルアップ＋プロ
選手の輩出につながり、J1クラブとしては有望選手の安定的な供給が図れる
メリットがある。

③Ｊリーグでは即戦力を重視するあまり大卒選手の割合が近年増えており、
大学・Jクラブの関係は現状うまくかみ合っているといえる。

○第28回九州大学サッカーリーグ後期は3位で閉幕しました。

九州大学サッカーリーグ後期は福岡大学は3位で閉幕しました。

試合結果は以下の通りです。

第10節 9月14日（土） 15:00～　vs佐賀大学

@福岡大学　　5－2

第11節 9月21日（土） 11:00～　vs鹿児島大学

@吹上浜海浜公園天然芝C 3－0

第12節 10月5日（土） 11:00～　vs九州共立大学

@九州共立大学　　6－0

第13節 10月12日（土） 11:00～　vs日本文理大学

@日本文理大学付属高校 4－1

第14節 10月19日（土） 11:00～　vs九州産業大学

@福岡大学　　1－1

第15節 10月26日（土） 18:00～　vs福岡教育大学

@福岡大学　　5－4

第16節 11月3日（日）　11:00～　vs宮崎産業経営大学

@高城運動公園　　0－1

第17節 11月9日（土）　11:00～　vs日本経済大学

@福岡大学　　3－0

第18節 11月17日（日）　13:30～　vs鹿屋体育大学

@レベルファイブスタジアム　　 0－1

リーグの表彰は下記の通りです。

・得点王（16点）　　山�　凌吾（FW・3年）
・ベストDF賞　　藤嶋　栄介（GK・4年）
・優秀賞　　大武　峻（DF・3年）

○藤嶋栄介選手が来季サガン鳥栖に入団内定しました。

9月13日付で、2014シーズンより藤嶋栄介選手のサガン鳥栖への新加入が
内定しました。

GK　藤嶋　栄介（福岡大学スポーツ科学部4年）

生年月日：1992年1月31日（21歳）

身長：187cm／体重：82kg

○山�凌吾選手が鳥栖の特別指定選手に認定されました。

福岡大学サッカー部の山�凌吾選手が、9月6日付でサガン鳥栖の特別指定
選手に認定されました。

FW　山� 凌吾（福岡大学スポーツ科学部・3年）

○第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会　2回戦進出！

現在、第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会が全国各地で行われてお
り、福岡大学は福岡県代表として、1回戦に勝利し、2回戦進出を決めていま
す。

福岡大学の試合日程・結果は下記の通りです。

1回戦　　vs 佐川急便中国SC（広島県代表）　4－1

2回戦　　vs サンフレッチェ広島（J1）　0－1　*2回戦敗退

○第17回福岡県サッカー選手権大会

（第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦）　優勝

第17回福岡県サッカー選手権大会（天皇杯予選）において、福岡大学サッカ
ー部は3年連続10回目の優勝を果たしました。

この結果を受け、福岡大学サッカー部は「第93回天皇杯全日本サッカー選手
権大会」に福岡県代表として出場（3年連続28回目）することが決定しまし
た。

各試合結果は以下の通りです。

≲1回戦≳

8月18日（日）20：00～ vsスケアクロウズ北九州

＠福岡フットボールセンター　50

≲準決勝≳

8月21日（水）18：00～ vs東福岡高校

＠福岡フットボールセンター　30

≲決勝≳

8月25日（日）13：00～ vs日本経済大学

＠レベルファイブスタジアム　 20

勝ち上がり表はコチラ

○第37回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント　3位

「2013年度第37回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント」におい
て、福岡大学は3位の成績で大会を終えました。

※今大会は3位決定戦が行われないため、福岡大学と鹿屋体育大学の両校が
3位（ベスト4）となります。

福岡大学の試合結果は下記の通りです。

≲2回戦≳

8月11日（日）15：30～ ｖｓ高知大学

＠J−GREEN堺メインフィールド 10

≲準々決勝≳

8月13日（火）15：30～ ｖｓ関西学院大学

＠J−GREEN堺メインフィールド 22 PK（65）

≲準決勝≳

8月15日（木）15：30～ ｖｓ流通経済大学

＠長居スタジアム 11  PK（45）

各試合の結果・勝ち上がり表は下記よりご確認ください。

→ 試合結果・公式記録

→ 勝ち上がり表

○中島大貴選手　U19日本代表に選出

福岡大学サッカー部の中島大貴選手が、8月12日に開幕するアルクディア国
際ユースサッカートーナメントにU−19日本代表として選出されました。

ＤＦ　中島 大貴（福岡大学スポーツ科学部・1年）

詳細はコチラ

○第63回九州地区大学体育大会　A2優勝

6月27日から行われました第63回九州地区大学体育大会サッカー競技にお
きまして、福岡大学から出場したA2が優勝を果たしました。

結果は以下の通りです。

≲1回戦≳

6月27日（木） 13：10～ vs九州ルーテル学院大学

＠長崎県立大学シーボルト校 20

≲2回戦≳

6月28日（金） 15：00～ vs九州看護福祉大学

＠長崎市営ラグビー・サッカー場　100

≲3回戦≳

6月29日（土） 13：10～ vs近畿大学産業理工学部

＠長崎市営ラグビー・サッカー場　190

≲準決勝≳

6月30日（日） 10：00～ vs九州共立大学

＠長崎市営かきどまり補助競技場　32

≲決勝≳

6月30日（日） 14：00～ vs九州産業大学

＠長崎市営かきどまり陸上競技場 　10

○九州大学サッカートーナメント大会　準優勝

第37回九州大学サッカートーナメント大会は、鹿屋体育大学との決勝戦で
PK戦の末惜敗を喫し、準優勝となりました。

トーナメントの結果は以下の通りです。

≲3回戦≳

6月1日（土）　vs九州共立大学　13：30～

＠福岡フットボールセンター　30

≲準決勝≳

6月2日（日）　vs宮崎産業経営大学　13：30～

＠福岡フットボールセンター　31

≲決勝≳

6月8日（土）　vs鹿屋体育大学　11：00～

＠小郡陸上競技場　44PK(34)

【個人表彰】

新人賞　：　瓜生紘大選手（1年）

○藤嶋栄介選手　サガン鳥栖の特別指定選手に認定

福岡大学サッカー部の藤嶋栄介選手が、3月14日付でサガン鳥栖の特別指定
選手に認定されました。

GK　藤嶋　栄介（福岡大学スポーツ科学部・4年）

2012年

大会名 成績

九州大学サッカートーナメント大会 優勝

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント ベスト16

福岡県サッカー選手権大会 優勝

天皇杯　全日本サッカー選手権大会 2回戦敗退

九州大学サッカーリーグ 優勝

全日本大学サッカー選手権大会 準優勝

公式戦試合結果

選手別公式戦出場時間

第36回九州大学サッカートーナメント大会(決勝トーナメント)

九州大学サッカーリーグ

★ 歴代Jリーガー一覧（2013年4月現在）

2011年

大会名 成績

九州大学サッカートーナメント大会 優勝

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 1回戦敗退

福岡県サッカー選手権大会 優勝

インディペンデンスリーグ九州 優勝

天皇杯　全日本サッカー選手権大会 3回戦敗退

九州大学サッカーリーグ 準優勝

○諸岡佑輔選手がU19日本代表のミャンマー遠征メンバーに選出。

http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/67a9dbfb6222b10b8ec9fc6b62446811.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/e4e5733c14a427996a7562445a89893a.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/e84e2756e7497278f572eadba4358596.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/89bb8ff0186e44915dc8a36764de419c.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/cde21dc2696dcc0bdec6146220763cd3.pdf
http://www.jfa.or.jp/national_team/2013/u19/20130823/index.html
http://www.jufa-kansai.jp/meet/pmcup/13_pdf/2013pmc_nit1.pdf
http://www.jufa-kansai.jp/flash/flash-13pmc.html
http://www.jfa.or.jp/match/matches/2014/0101tennouhai/
https://www.jufa.jp/_data/pdf/p_1383911722.pdf
https://www.jufa.jp/_data/pdf/p_1385872260.pdf
https://www.jufa.jp/news/news.php?kn=128
http://www.herculesdealicantecf.net/
https://fukuoka-u-soccer.jimdofree.com/
https://www.spo.fukuoka-u.ac.jp/


公式戦試合結果

選手別公式戦出場時間

第35回九州大学サッカートーナメント大会(決勝トーナメント)

九州大学サッカーリーグ

2010年

大会名 成績

九州大学サッカートーナメント大会 優勝

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント ベスト8

九州地区大学体育大会 優勝

福岡県サッカー選手権大会 ベスト4

インディペンデンスリーグ九州 優勝

全日本大学サッカーフェスティバル 優勝

九州大学サッカーリーグ 優勝

全日本大学サッカー選手権 ベスト8

公式戦試合結果

選手別公式戦出場時間

第34回九州大学サッカートナメント大会(決勝トーナメント)

九州大学サッカーリーグ

2009年

大会名 成績

九州大学サッカートーナメント大会 優勝

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 優勝

九州地区大学体育大会 準優勝

福岡県サッカー選手権大会 準優勝

天皇杯 3回戦敗退

インディペンデンスリーグ九州 優勝

全日本大学サッカーフェスティバル 優勝

九州大学サッカーリーグ 優勝

全日本大学サッカー選手権 準優勝

公式戦試合結果

選手別公式戦出場時間

第33回九州大学サッカートナメント大会(決勝トーナメント)

九州大学サッカーリーグ

サッカースペイン留学・遠征（2008年～）

【第6回目】

2014年1月実施

研修クラブ ： エルクレスCF（リーガ2部所属） Bチーム

＜参加選手・コーチ＞

〇武内 大選手（3年／DF）

〇木本 恭生選手（2年／DF）

〇川上 竜選手（1年／MF）

〇福嶋 洋コーチ

【第5回目】

2013年1月実施

研修クラブ ： ウラカン・バレンシアCF（3部所属）

＜参加選手＞

〇平田 拳一朗選手（九州学生選抜）

〇山崎 凌吾選手（全日本大学選抜・ユニバーシアード日本代表BACK UP
メンバー）

〇弓崎 恭平選手（九州学生選抜）

〇稲葉 修土選手（九州学生選抜）

【第4回目】

2012年1月実施

研修クラブ ： ウラカン・バレンシアCF（3部所属）

＜参加選手＞

〇田中 智大選手（13年卒　→　FC岐阜セカンド）

〇大武 峻選手（全日本大学選抜・ユニバーシアード日本代表）

〇山崎 凌吾選手（全日本大学選抜・ユニバーシアード日本代表BACK UP
メンバー）

〇田村 友選手（九州学生選抜）

【第3回目】

2011年1月実施

研修クラブ ： エルクレスCF（当時リーガ1部、現在2部所属）

＜参加選手＞

〇石津 大介選手（12年卒 →　福岡）

〇牟田 雄祐選手（13年卒 →　名古屋）

〇清武 功暉選手（13年卒 →　鳥栖）

〇岸田 翔平選手（13年卒 →　鳥栖）

【第2回目】

2010年2月実施

研修クラブ ： CAオサスナ（リーガ1部所属）

＜参加選手＞

〇永井 謙佑選手（11年卒 →　名古屋　→　スタンダール・リエージュ/
ベルギー）

〇假屋 健太選手（12年卒 →　三菱重工長崎）

〇牟田 雄祐選手（13年卒 →　名古屋）

〇清武 功暉選手（13年卒 →　鳥栖）

【第1回目】

2008年11月実施

研修クラブ ： レアル・サラゴサ（当時リーガ2部、現在1部所属）

＜参加選手＞

〇藤田 直之選手（10年卒 →　鳥栖）

〇高橋 祐太郎選手（10年卒　→　神戸　→　C大阪　→　熊本）

〇宮路 洋輔選手（10年卒 →　福岡　→　ホンダロックSC）

〇代　健司選手（11年卒　→　水戸　→　愛媛FC）

★福岡大学サッカー部が実践しているスペインへのサッカー留学・遠征に
ついて、ご興味のある方はコチラ。

ramzes

公式戦試合結果

http://www.ramzes.co.jp/
http://rafamilia.ramzes.co.jp/coordinate.html
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/d453c23723c1b1425d45da61e8ee84e9.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/3707a44d9037e897e46795782c4742e6.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/9f71e1cd01865f7ae9da9033916c48831.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/325224eef0d0ed36fa7379f2e25d84231.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/7538d369ab0094d5b7ce10ee45054fca1.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/e7c65064f4c36bdaaa50de96f85e4a0d.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/be5ef55b4d10b27c6cc8dabfe9e7f169.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/97cb683df86bae73300a192559bc60b41.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/e1a937523cd707c7aed5fcfe4a9f326e.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/5a6d875b234b067ecf05d9ac4eb8a2fc.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/80d1ad08e2b229e2d0b9d0ed069c8ab6.pdf
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/wp-content/uploads/2013/02/27619fe977346fedb61c8d52bf10e6e41.pdf



