
（報告）資料№2

■都道府県協会推薦（49名）

北海道 上田 充士

東北 千田 則和 立崎 晃 奥田 良幸 渡辺 英直 瀬川 誠 佐藤 貴之
（福島) （青森） （山形） （秋田） （宮城） （宮城）

関東 大森 健司 髙嶋 敏之 本田 裕二 石田 浩之 岩崎 勇二 岸 憲彦
（埼玉） （埼玉） （千葉） （栃木） （茨城） (群馬）

相良 和弘 宮坂 宗篤 竹原 康夫 大谷 昌功 中川 潔
（山梨） （神奈川） （東京） （東京） （東京）

北信越 高橋 勇菊 田中 健二 有田 拓也 後藤 泰則 竹下 明秀
（富山） (新潟） (新潟） (新潟） （石川）

東海 北原 忠尚 杉山 秀幸 真鍋 健一 伊室 陽介
（愛知） （静岡） （岐阜） （三重）

関西 岡村 宜城 寺峰 輝 清水 靖志 菅原 正裕 坂元 博晃 大嶋 公崇
(兵庫） (兵庫） （大阪） （京都）

中国 小川 秀樹 的場 千尋 梨和 実 穐山 健一 増村 泉
（島根） （広島） （広島） （鳥取） （広島）

四国 森 陽介 新井 貴之 近藤 尚稔 森本 稔
（香川） （香川） (愛媛） (高知）

九州 北岡 英行 鶴 恭一 向 角治郎 阿部 泰宣 笛 真人
（福岡） （福岡） （大分） （長崎） （宮崎）

出口 泉 鈴木 勝大
（鹿児島） (熊本）

2009(平成21)年度　公認A級コーチジェネラル養成講習会　受講者　【90名】

(和歌山） (和歌山）



（報告）資料№2

■Jリーグ推薦（14名）

コンサドーレ札幌 浅沼 達也

ベガルタ仙台 渡邉 晋

モンテディオ山形 髙山 明泰

鹿島アントラーズ 亀谷 誠

浦和レッドダイヤモンズ 池田 伸康

大宮アルディージャ 原崎 政人

ヴァンフォーレ甲府 保坂 孝

清水エスパルス 横山 貴之

名古屋グランパス 石川 研

ガンバ大阪 實好 礼忠

ヴィッセル神戸 野田 知

サンフレッチェ広島 門田 幸二

サガン鳥栖 中村 敦

大分トリニータ 柳田 伸明

■Ｊリーグ選手協会（1名） 村主 博正

■JFL推薦（5名）

ソニー仙台FC 田端 秀規

佐川印刷SC 中森 大介

FC琉球 新里 裕之

Honda FC 前田 仁崇

SAGAWA SHIGA FC 鈴木 俊

■全日本大学サッカー連盟推薦（3名） 高鷹 雅也 塩田 憲一 菅 輝

■日本クラブユース連盟推薦（2名） 石母田 豊 富田 丈雄

■全国社会人連盟推薦（1名） 秋山 健二

■女子委員会(2名） 河島 美絵 寺谷 真弓

■JFA推薦（13名） 前田 信弘 菅原 大介 中川 英治 堀池 巧 髙倉 麻子 山本 大

齊藤 俊秀 福永 泰 林 雅人 小西 鉄平 金 鍾成 加藤 善之

成山 一郎



■受講者40名

池田 仁守 上野 二郎 藪原 慎二 湯浅 宏文 廣庭 秀高 河野 誠彦

林 敏彦 井口 大 久川 直裕 秋山 敬貞 北島 英俊 吉江 洋

屋良 充紀 住本 幸治 横山 賢太郎 宮坂 拓弥 田中 智宗 木村 豊

元井 淳 遠藤 祥悦 青木 大輔 仲馬 和孝 増子 明男 髙崎 康嗣

坂本 亮史 鈴木 政裕 岡本 真 久能 朋弘 星 直樹 ボズクルト　フセイン

梅崎 高行 横山 彰 清水 純也 吉田 佳弘 縄田 健司 菊地 健児

高橋 和幸 長井 敦志 村松 大介 出畑 康文

2009(平成21)年度　公認A級コーチU12養成講習会　受講者　【40名】



■都道府県協会推薦（288名）

北海道 所 桂太郎 安田 秀憲 丸田 雄介 堀井 健仁 越智 卓 国井 康之

江刺家 真 菅田 浩之 浮田 あきな 管野 博 神田 法人 枝村 昭

青森県 太田 美千之 小坂 典弘 大澤 裕一郎

岩手県 太田 亮 藤村 和広 佐藤 訓久 菊池 孝幸 近藤 史隆

宮城県 村岡 正良 川末 真生 淵辺 真美 八木 博紀 毛馬内 宏彰 西野 昇

秋田県 佐藤 和人 佐々木 匡 鈴木 浩彦

山形県 越智 隼人 渡邉 和俊 安彦 誠一 和久井 豊

福島県 齋藤 克幸 小野 隆儀 花田 巌 佐藤 孝憲 大脇 義康 石田 学

茨城県 橋野 威 鈴木 雅人 白馬 聡 杉本 牧人 与沢 一男 足立 匠

黒澤 友博 内田 光洋

栃木県 海老沼 秀樹 安田 孟浩 鈴木 克治 新井 一弘 小倉 雄飛 梁島 将光

大谷 知也

群馬県 篠原 利彦 吉田 誠 品川 壽栄 櫻井 勉 須藤 隆夫 夫馬 健太

柳澤 宏太

埼玉県 宮川 真一 翠川 潤 髙橋 陽介 柿嶋 隆 武田 直樹 芹澤 昌隆

吉田 淳一 幡野 明彦 前之園 晴廣 藤原 宏志 上田 理恵 山岸 徳

吉田 巡 藤原 直樹

千葉県 田中 元樹 齋藤 礼音 小林 芳隆 國分 廉二郎 片野 慶輝 矢島 雄介

小野寺 誠 波多 秀吾 鈴木 浩正 和田 治 樋口 拓朗 村田 信行

東京都 柿本 幹也 田中 雅之 大田 康雄 長尾 幸二 鹿島 信弥 沢辺 治史

大野 踏青 内田 裕之 染谷 勝弘 岡嶋 稔 栗原 研一郎 土屋 伸一郎

渡邉 哲雄 神野 一斗

神奈川県 阪本 洋平 稲葉 政行 高橋 奨 柳川 信 小坂 仁 鈴木 陽介

佐藤 美雪 阿部 雄二 下城 塁 小林 仁 中川 竜也 能代谷 恵

中田 努 前田 寛之

山梨県 山田 耕二 岩間 光司 中田 秀樹 高橋 克哉

長野県 渋川 宗宣 高山 剛治 青木 裕光 上沼 直樹 参沢 篤 大坪 梓

永田 義隆

新潟県 最所 順之 山田 武 武内 淳 金子 大輔 AKHLAGHI GHOLAMREZA

浅見 達也

富山県 林 孝紀 高松 泰彦 長谷川 太一 泉野 一顕 髙柳 圭佑

石川県 山崎 弘人 阿岸 勝 松原 徹博

福井県 寺井 隆人 加藤 久孝 新田 成儀

静岡県 粟倉 慎二 鷲巣 延圭 渡邊 勝己 松本 安司 川上 恵介 金 大権

原 裕樹 磯部 聡 小曽根 龍介 吉川 修 鶴巻 毅 増山 大介

永田 秀士

愛知県 古田 政一 郡島 俊久 永藤 千晴 笹田 大輔 吉岡 琢弥 服部 克則

石井 洋介 谷口 靖明 鈴木 聡 梅垣 宏之

三重県 杉野 拓也 安田 直記 濱地 丈弘 中村 拓司

岐阜県 高木 敦 江川 秀文 米澤 剛史 林 貴義 安部 誠治郎 洞口 直樹

滋賀県 中村 大 清水 健作 伊藤 太亮 山口 公己 山内 義博 田所 陽祐

京都府 元林 樹宏 福田 純也 青島 高史 部谷 善則 松本 尚也 岩切 浩二

浜田 一孝

大阪府 清水 昭彦 城 浩二 永良 雅彦 永山 宜真 河原畑 康高 西田 育広

平野 力 加納 真司 二村 歩 桝谷 孝行 岡本 吉弘 竹葉 宣彦

兵庫県 日比野 崇 原 美彦 鵜野 敬二郎 嶋谷 大仁 須田 二三明 横路 智幸

金 明浩 平 雄一 浦元 健太郎 末廣 亮介 田村 孝次 炭谷 日敏
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奈良県 河 聖基 元田 庄吾

和歌山県 中西 朋子 阪中 義博 田中 佑介

島根県 原 浩

岡山県 乙倉 健二 岡本 新吾 山﨑 由加 佐々木 篤史

広島県 古川 崇嗣 佐藤 清志 山田 涼太 仲元 洋平 小山 幸男 水川 薫

津田 晋吾 高田 龍幸

山口県 田中 龍哉 山本 大 渡邉 光一郎 岡村 幹純

香川県 下家 隆次 児島 健二 坂上 晋一

徳島県 有田 裕司 中野 敬 森 大樹

愛媛県 中岡 弓子 高岡 隆志 豊田 宣彦

高知県 西村 卓朗 小田 悟司 松髙 光志

福岡県 大丸 忠 松延 勉 楢﨑 徹平 橋本 大德 山村 公輔 平山 豊

木下 直洋 福田 昌輝 星原 慎也

佐賀県 井本 喬士 白石 健太郎 前山 正樹

長崎県 岸下 太一郎 鴨川 峰幸 江頭 卓也 植木 総司

熊本県 藤野 博文 髙橋 誉 吉田 裕志 行部 安洋 余宮 幾夫

大分県 二宮 愼太郎 松岡 仁司 永井 祐二

宮崎県 清水 則吉 児玉 健 横山 健二

鹿児島県 北薗 裕一 石原 康彦 有馬 桂介 山本 教嗣 上原 忠 時吉 祐一郎

森下 和哉 松澤 尚明 瀧口 学

沖縄県 佐久本 盛正 宮良 孝 大城 晋 國吉 篤史 新城 英和

■Jリーグ推薦（58名）

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 池内 友彦

ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台 佐藤 洋平

ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形 後藤 圭太

鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ 工藤 尚人 北村 将彦

水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ 市川 正男 茅根 隼人

ｻﾞｽﾊﾟ草津 白井 貞義 堺 陽二

浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ 石黒 琢也

大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ 佐藤 勝彦 丹野 友輔

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 押鐘 正幸 江藤 毅 小林 功基

柏ﾚｲｿﾙ 秋谷 和幸

FC東京 油原 丈著 猿田 公章 内田 正樹

東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 横山 千秋 佐々木 直人

川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ 木村 安秀 藤原 隆詞 楠本 晃義

横浜F・ﾏﾘﾉｽ 石橋 清一 岡村 保志 筒井 紀章

横浜FC 金子 勇樹 岡本 英訓

湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ 片瀬 雄介 安達 伸彦

ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府 坂本 武久 長田 圭介 山川 聡史

ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 轟 奈都子 梅山 修

清水ｴｽﾊﾟﾙｽ 伊藤 悠 若杉 亮介

ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 赤松 謙次 松木 秀樹 北原 次郎

名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ 岡山 哲也 大島 将則

ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 足髙 裕司

ｾﾚｯｿ大阪 橋口 勝

ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 江口 倫司 安東 寿人

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山 梁 圭史

徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ 宮内 良治

愛媛FC 徳永 登大 青野 大介 三上 卓哉

ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 白木 千吉 樋口 貴史

ﾛｱｯｿ熊本 大瀬良 直人 松下 邦昭

大分ﾄﾘﾆｰﾀ 黒田 達也



■Jリーグ選手協会（20名） 高桑 大二朗 藏田 茂樹 栗原 圭介 大森 征之 久永 辰徳 吉田 宗弘

倉貫 一毅 辻本 茂輝 宮原 裕司 山形 恭平 戸田 光洋 羽地 登志晃

鄭　 容臺 渡辺 匠 髙木 健旨 宮沢 正史 鈴木 慎吾 梅田 高志

川口 信男 小林 宏之

■JFL推薦（12名）

Honda FC 松田 大輔

ｶﾞｲﾅｰﾚ鳥取 井上 敦史

横河武蔵野FC 埴田 健

FC刈谷 加藤 知弘

ソニー仙台FC 谷池 洋平

佐川印刷SC 大槻 紘士

SAGAWA SHIGA FC 山﨑 貴之 佐野 智之

FC町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ 酒井 良

V.ﾌｧｰﾚﾝ長崎 岩本 文昭

Honda Lock SC 池田 竜市

MIOびわこ草津 東 広樹

松村 崇史 藤谷 智則 内藤 雅也 角南 俊介 別宗 利哉 房野 真也

樺山 市基 齊藤 興龍 岩本 悟 尾内 伸行 内藤 清志 長谷川 亘

工藤 浩三郎 山崎 太史 八重樫 研次 前田 智博 里見 純一 中尾 拓

寺尾 和也 宮下 俊 濱﨑 二三雄 根本 一也

大部 由美 小野寺 志保 大谷 未央 東城 薫 正木 裕史 伊奈 新太郎

山本 亜里奈 藤間 史帆

稲辺 史郎 金本 圭太 及川 協一 細野 義生

齋藤 範幸 小野 雅稔

■Jクラブコース開催クラブ推薦（17名） 久保田 健太 小林 成光 大江 基允 木村 正人 七尾 貴雅 小森 伸一

関口 剛史 清水 恭孝 石川 創人 ラモス　ファビアノラモス 上村 敏

原 伸洋 猪股 政也 清水 啓介 田野 正臣 堀 大輔 小林 飛雄馬

加藤 敬太 堀田 真人 名良橋 晃 長谷川 晃 ラナイメアー  ジャムシード

福西 崇史 田中 誠 波戸 康広 荒川 彰大 遠藤 彰弘 林 一章

齋藤 豪人 金子 豊 小原 光城 栗林 寿彦 中西 功 堂森 勝利

嘉悦 秀明 湯浅 剛 平岡 靖成 小川 睦史 吉田 賢太郎 森川 拓巳

大森 健作 前川 義信 李 成哲 宮本 恒靖 吉田 匡良 大田 澄

木﨑 次郎 橋口 宏樹 都築 洋介 百瀬 重成 水元 健悟 小山 哲司

■JFA推薦（35名）

■全日本大学連盟推薦（12名）

■日本クラブユース連盟推薦（10名）

■女子委員会推薦（8名）

■全国社会人連盟推薦（4名）

■全国専門学校連盟推薦（2名）



赤羽 克己 川渕 譲 髙山 裕司 平中 仁士

安達 大輔 菅 真也 竹原 章文 平林 隼光

阿部 哲也 菊地 高広 立林 嵩一朗 平本 敏明

雨宮 剛史 北 一行 田中 慎二 深田 龍介

有薗 隆司 北澤 悠 谷井 健二 藤井 靖

池内 孝弘 木下 靖彦 谷口 靖明 藤本 聡

池田 勝利 桐山 勝好 崔 善卿 藤原 龍司

石榑 昭夫 工藤 佳祐 千田 功 舟田 彩一朗

石島 崇 国井 康之 千葉 政幸 古川 博章

石原 肇 熊澤 明彦 塚原 忍 細江 智之

磯上 まみ 小池 信幸 塚原 憲一 堀江 紀仁

市原 亮 小池 公人 土橋 佑也 堀川 智行

今井 邦夫 小島 良雄 土屋 明大 堀米 雄一郎

上嶋 康秀 小辻 一巳 堤 喬也 前田 義貴

牛山 優 後藤 臣市 鶴見 豊 増山 大介

臼井 弘貴 小林 誠 鄭 将臣 松木 浩司

江藤 健太 小林 淳 寺尾 元基 松原 翼

海老塚 晋也 小林 哲也 寺坂 知晃 三浦 昭

大石 博昭 小林 順子 寺田 幸司 三井 伸剛

大澤 堤 近藤 豊 土井 敬輔 宮城 嘉也

大嶋 信一郎 斎藤 隆士 道本 大三郎 三好 毅典

太田 貴光 齋藤 唯元 土口 忠大 村田 幹夫

大塚 高雅 斎藤 辰美 轟 奈都子 最上 晃太

大場 兆司 佐伯 大樹 戸根 徹典 茂木 優

岡﨑 浩一 櫻井 達哉 友近 良介 森 隆志

岡野 淳 佐藤 雅紀 中川 一輝 八木 真琴

岡本 三代 佐藤 智征 中山 恵介 安本 佳太

岡本 理生 佐藤 暁 名桑 恒治 山口 隆史

奥野 健 佐藤 実 那須野 幸久 山崎 和徳

小栗山 浩史 柴田 弘人 西 和隆 山下 慎司

落合 剛志 清水 宏吉 西諏訪 一義 山下 浩司

小野寺 志保 白井 優大 西野 正樹 山田 涼太

下石 康太 白澤 久則 西村 啓 結城 慎悟

尾張 敏和 白須 周吾 西村 久幸 湯田 健一

梶原 朋仁 杉山 博 野口 良太 湯本 仁志

加藤 政貴 鈴木 正樹 野口 桂佑 横田 泰宏

叶内 保 鈴木 健生 野中 知徳 横山 光敏

金浜 智哉 鈴木 大地 野宮 邦利 横山 純一郎

蒲 成人 清光 晃英 法月 高広 吉岡 邦男

河合 善夫 芹澤 雅人 羽田 敬介 吉田 昌平

川口 英智 大門 司郎 畠 匡輝 吉田 勇介

川口 剛史 高澤 豪 服部 洋一 吉平 将英

川嶋 晋平 高橋 斎 濱井 渉 李 成哲

川名 貴史 高橋 誠 林 尚美 渡辺 雄太

川名子 光 高橋 秀明 平栗 裕亮 渡邊 重修

（50音順）
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