
（報告）資料 3	
2019.4.11	

2018 年度 S 級コーチライセンス認定者	

	

	

氏	 	 名	 ：	 田野	 豪一（たの	 ごういち）	

指導チーム：	 桐生第一高校サッカー部	

生年月日	 ：		1972 年 9 月 12 日	

資	 	 格	 ：		2016 年 JFA	A 級コーチジェネラルライセンス取得	

指	導	歴	 ：		2000 年～現在	 桐生第一高等学校サッカー部	 監督	

	

※	 2018 年度		S 級コーチ認定者数：12 名/20 名中（上記 1 名含む）2019 年 3 月 25 日現在	

※	 現	S 級コーチライセンス保持者数：491 名（上記 1 名含む）	



■地域サッカー協会推薦（58名）

北海道 岡崎　史裕 斎藤　武治

東北 伊藤　圭 古泉　達也 千田　健二 成田　大輔 橋本　俊一

関東 石﨑　聡之 内野　弘 枝村　隼人 川又　諭 佐藤　英幸 鈴木　研人

鈴木　裕介 髙野　剛 田中　章太郎 田渕　常夫 堤　誠太郎 長山　拓郎

山田　純輝 山田　利光

北信越 上田　裕次 大橋　裕也 木村　龍朗 小橋　駿平 中村　博一 水野　裕太

東海 今井　位彦 大川井　淳士 廿日岩　亮 松本　剛季 馬渕　圭太 吉岡　太平

関西 沖村　潤 川畑　未來 河原畑　康高 鈴木　拓馬 立石　典久 谷口　祐樹

中田　洋平 西田　展充 新田　恭史 吉崎　友二

中国 原田　進吾 細渕　隼 山﨑　剛 横道　玲香

四国 児島　健二 谷本　雄一 堀　量輔

九州 樺山　市基 齊藤　達也 清水　美行 築山　主 原　啓太 藤山　卓

藤山　大輔 横山　隆

2018年度　A級コーチジェネラル養成講習会 合格者　【131名】



■Jリーグ推薦（31名）

モンテディオ山形 大和田　真史

ベガルタ仙台 福田　直人

水戸ホーリーホック 鈴木   力也

栃木サッカークラブ 久保田　圭一

鹿島アントラーズ 天野　圭介

浦和レッズ 金生谷　仁

大宮アルディージャ 金川　幸司

柏レイソル　 山中　真

ジェフユナイテッド千葉 三上　尚子

川崎フロンターレ　 石川　邦明

東京ヴェルディ 望月　隆司

横浜F・マリノス 市川　信之

FC町田ゼルビア 深谷　征希

ヴァンフォーレ甲府 小澤　亮介

カターレ富山　 明堂　和也

松本山雅FC 恒本　大輔

AC長野パルセイロ 堤　喬也

清水エスパルス 掛川　誠

ジュビロ磐田 中馬　健太郎

藤枝MYFC 新井　健太

アスルクラロ沼津 坂川　翔太

京都サンガF.C. 小原　昇

セレッソ大阪 六車　拓也

ガンバ大阪 町中　大輔

レファロ山口FC 中山　元気

カマタマーレ讃岐 松田　圭右

徳島ヴォルティス 佐藤　瞬

ギラヴァンツ北九州 日髙　智樹

V・ファーレン長崎 尾﨑　耕太

大分トリニータ 安田　好隆

ロアッソ熊本 石原田　啓太

■JPFA推薦（8名） 犬塚　友輔 岡山　一成 加賀見　健介 菅沼　実 根本　裕一 馬場　憂太

村上　和弘 楽山　孝志

■JFL推薦（4名）

ヴァンラーレ八戸 照井　篤

FC今治 渡辺　憲司

奈良クラブ 小井手　翔太

FCマルヤス岡崎 木島　良輔

■全日本大学サッカー連盟推薦（6名） 上赤坂　佳孝 木﨑　次郎 中山　智之 西園　聡史 深田　忠徳 三田　和典

■日本クラブユース連盟推薦（2名） 内野　義識 浦元　健太郎

■全国社会人連盟推薦（1名） 坂元　要介

■女子委員会推薦（1名） 小倉　咲子

■JFA推薦（13名） 赤井　秀一 西條　祐平 坂田　大輔 佐野　智之 下田　崇 申　在範

砂川　誠 竹中　達郎 趙　光洙 坪井　健太郎 埴田　健 平川　雅之

宮本　徹郎

複数年受講（受講持越：5名） 北嶋　秀朗 佐久間　竜 砂原　史朗 瀬戸　孝弘 山根　巌

複数年受講（2017年度追試合格：2名） 三輪　由衣 藤井　泰行

※受講者：2018年度新規受講生139名＋持越5名＝144名

※合格者：2018年度新規受講生124名＋持越5名＋2017追試合格2名＝131名 （各推薦枠毎に50音順）



⽯井 紀⼈ ⼤⻄ 洋平 ⽥上 裕祐 村上 誠⼀

⽯橋 直也 菅野 悟 瀧本 ⾠弥 森賀 智勇

伊勢⾕ 剛史 ⽊下 慎也 ⽥村 智之 町⽥ 陽⼀

衛藤 元 倉本 武志 永⽥ 伸輔 吉⽥ 敬

及川 博史 ⼩林 道康 永⽥ 秀⼠ 渡⾥ 賢⼈ 

⼤槻 茂久 佐々⽊ 友昭 ⻑⾕川 歩 佐野 伸介 (複数年）

⼤⽉ 宏 鈴⽊ 理⼀郎 福⽥ 丞太郎 ⽩﨑 健策 (複数年）

※2018年度合格者：　56名中上記28名。残り28名は第2コース受講のため、後期を2019年8月に実施

(50音順)

2018年度　A級コーチU-15養成講習会　合格者　【28名】



秋葉 浩志 鯨井 健太 ⻄澤 正造

五⼗嵐 ⻯也 古賀 正⼈ ⻑⾕川 ⼤樹

池⾕ 勇基 ⼩林 弘典 樋⼝ 修平

今野 誠 篠 達也 藤井 光太郎

岩﨑 将⽃ 清⽔ 晃 舩越 健治

宇⾼ 寛朗 ⽥中 祥央 前津 ⽂啓

榎本 ⼤ ⽥邉 ⻯太 真島 英幸

蛯原 良宗 種岡 健太 ⽔⽥ 祐輔

⼤泉 伸幸 辻⽥ 純 村⼭ 太亮

⼤関 俊介 辻野 昌太朗 渡辺 保浩

⼤原 洋孝 ⼾塚 朗仁

岡野 克也 冨⽥ 悟史 菅 雄輔 （複数年）

⼩川 美智雄 仲村 元⼠ ⼩島 多桂司 （複数年）

狩浦 誠和 新村 泰彦

神⼾ 昌宏 ⻄川 勤

※2018年度新規受講者　40名＋複数年受講者2名　計42名

(50音順)

2018年度　A級コーチU-12養成講習会　合格者　【42名】



浅利 真

柄沢 健

窪堀　 宏一

小久保　 武

佐賀　 博幸

佐藤　 隆行

鈴村　 拓也

中村　 洋平

西野　 宏太郎

松田　 大次郎

村上　 哲哉

山田　 真

横澤　 直樹

渡邉　 純

(50音順)

2018年度　フットサルA級コーチライセンス合格者　【14名】



［2019年3月度　指導者養成部会　報告事項］

青木　智也 島並　貴樹

飯高　弘章 首藤　慎一

井嶋　正樹 菅井　圭介

石本　信親 善家　正博

岩永　健一 立石　典久

岩堀　宏祐 飛石　孝行

太田　渉 松尾　賢一

鏑木　豪 松下　健一

川本　良二 松原　謙二

工藤　尚人 松村　圭祐

齋藤　博 松本　康宏

坂上　晋一 宮澤　仁

佐藤　浩司 安浪　貴之

澤野　晃士 吉野　佳卓

(五十音順)

2018年度	ゴールキーパーA級コーチライセンス
認定者一覧（28名）


