
（協）資料№2①

ふ り が な

氏　名

生年月日

所　属　先

指導者資格

取　得　歴

(その他)　　　　　年取得　　資格名　　　　　　　　取得場所　　　　　　　　　　.

高等学校 １９８６年清水市立商業高等学校 卒業

学　　　歴 大　　学 １９９０年明治大学　経営学部　卒業　　　　　　　　　　　

そ の 他

競　技　歴 日本代表、日本選抜などの履歴も記入

指　導　歴

(財)日本ｻｯｶｰ協会・各種連盟・都道府県協会などにおける役職・活動歴

２００７ (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ

昭和42(西暦１９６７)年　７月１２日(３９歳)

江尻　篤彦

えじり　あつひこ

アルビレックス新潟

　　２０００年取得　B級コーチ（旧C級コーチ）

　　２００３年取得　A級コーチ（旧B級コーチ）

     　年取得　Ｓ級コーチ

ポジション

１９９１～１９９２　古河電工サッカー部

１９９２～１９９８　ジェフユナイテッド市原

２００１～２００１．６　ジェフ市原ユースコーチ

１９９９～２０００　ジェフ市原ジュニアユースコーチ

２００１．７～２００４　ジェフ市原トップチームコーチ

２００５～２００６　アルビレックス新潟コーチ



（協）資料№2②

ふ り が な

氏　名

生年月日 昭和３９(西暦１９６４)年１月３０日(４２歳)

指導者資格

取　得　歴

(その他)　　　　　年取得　　資格名　　　　　　　　取得場所　　　　　　　　　　.

高等学校 １９８２　年　鹿児島市立鹿児島商業高等学校　　　　

学　　　歴 大　　学 １９８５　年　福岡大学　体育学部　卒業　　　　　　　　　　　

そ の 他

競　技　歴 日本代表、日本選抜などの履歴も記入

指　導　歴 ※できるだけ詳しくご記入ください

(財)日本ｻｯｶｰ協会・各種連盟・都道府県協会などにおける役職・活動歴

牧内　辰也

１９９６　　　　　年取得　A級コーチ（旧B級コーチ）

まきうち　たつや

２００７ (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ

１９９４　　　　　年取得　B級コーチ（旧C級コーチ）

MF・DFポジション

１９９９　年取得　Ｓ級コーチ

１９９２年　横浜フリューゲルス　

１９８５年　全日空サッカークラブ　

　　↓　　　　　　

１９９２年　横浜フリューゲルス　

１９９４年　

１９９５年　名古屋グランパスエイト

　　↓　　　　　　プロチームコーチ

　　↓　　　　　　強化部

１９９６年　

１９９７年　　　　U15監督

２０００年　アビスパ福岡

　　↓　　　　　　ユースダイレクター

２００１年　ＪＦＡナショナルトレセンコーチ

１９９９年　　　　プロチームコーチ

２００２年　　　　プロチームヘッドコーチ

２００３年　サンフレッチェ広島

　　↓　　　　　　プロチームコーチ兼サテライト監督

２０００年　ＪＦＡインストラクター

２００６年



（協）資料№2③

ふ り が な

氏　名

生年月日

所　属　先

指導者資格

取　得　歴

(その他)　　　　　年取得　　資格名　　　　　　　　取得場所　　　　　　　　　　.

高等学校 1987　年　　　　　　　　　　武南高等学校 卒業

学　　　歴 大　　学 1991  年　     中央大学　   経済学部　卒業　　　　　　　　　　

そ の 他

競　技　歴 日本代表、日本選抜などの履歴も記入

指　導　歴

(財)日本ｻｯｶｰ協会・各種連盟・都道府県協会などにおける役職・活動歴

２００７ (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ

昭和44　(西暦1969)年　　１月　１９日(３７歳)

大熊　裕司

おおくま　ゆうじ

大阪サッカークラブ(株）

　2002　　　　　　年取得　B級コーチ（旧C級コーチ）

　2004　　　　　　年取得　A級コーチ（旧B級コーチ）

     　年取得　Ｓ級コーチ

ＭＦポジション

1992年～日立製作所

1994年～柏レイソル

1996年～京都サンガ

1998年～アビスパ福岡

2000年～　　　　　　　サテライトコーチ

2003年～　　　　　　　トップコーチ

2004年～　　　　　　　サテライトコーチ

1999年～アビスパ福岡　普及コーチ兼Ｕ－１５コーチ

2001年～　　　　　　　Ｕ－１２監督

2002年～　　　　　　　サテライトコーチ　6月～トップコーチ

2005年～セレッソ大阪　ヘッドコーチ

2006年～　　　　　　　ヘッドコーチ



（協）資料№2④

ふ り が な

氏　名

生年月日

指導者資格

取　得　歴

(その他)　　　　　年取得　　資格名　　　　　　　　取得場所　　　　　　　　　　.

高等学校 　　　1982鹿児島実業高校商業課卒業

学　　　歴 大　　学     　  年　     大学　     学部　卒業　　　　　　　　　　　

そ の 他

競　技　歴 日本代表、日本選抜などの履歴も記入

指　導　歴

(財)日本ｻｯｶｰ協会・各種連盟・都道府県協会などにおける役職・活動歴

２００７ (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ

昭和 ３８ (西暦１９６３)年　９　月　１７　日(

慶越　雄二

けいごし　ゆうじ

ＧＫポジション

　　　　　　1999　　　年取得　B級コーチ（旧C級コーチ）

　　　　　　2003　　　年取得　A級コーチ（旧B級コーチ）

     　年取得　Ｓ級コーチ

1982年４月　松下電器産業（株）入社
1991年８月松下サッカークラブとプロ契約を結ぶ
1993年３月読売日本サッカークラブへ移籍
1995年１月福岡BULXSへ　レンタル移籍

1998～1999年  ガンバ大阪　サテライト・育成GKコーチ
1998～1999年  週一回松下バンビーナ指導
2000～2006年  ガンバ大阪育成GKコーチ
2001～2003年  近畿大学サッカー部をスポットで指導
2000～2006年  NTC年関西

1999～2003大阪トレセンコーチGKプロジェクトリーダー



（協）資料№2⑤

ふ り が な

氏　名

生年月日

指導者資格

取　得　歴

(その他)　　　　　年取得　　資格名　　　　　　　　取得場所　　　　　　　　　　.

高等学校 １９８０　年　　愛知　　高等学校 卒業

学　　　歴 大　　学     　  年　     大学　     学部　卒業　　　　　　　　　　　

そ の 他

競　技　歴 日本代表、日本選抜などの履歴も記入

指　導　歴

(財)日本ｻｯｶｰ協会・各種連盟・都道府県協会などにおける役職・活動歴

　２００４年～現在　　　　　　　　　　　　　U-13・U14エリートプログラム監督
　２００６年(平成１７年)　　　　　　　　　　　　　U-15日本代表監督(イタリア･フランコガッリーニ大会優勝)

　２００３(平成１５)年～現在　　　　　　　　　　　(財)日本サッカー協会　ナショナルトレセンコーチ(東海担当)

　１９９８(平成１０)年　　　　　　　　　　　　名古屋グランパスエイトサテライト　監督

　２００１(平成１３)年～２００２(平成１４)年　知的障害者　日本代表アシスタントコーチ

　２００３(平成１５)年～現在　　　　　　　　　　　(財)日本サッカー協会　ナショナルトレセンコーチ(東海担当)

　２００６年(平成１７年)　　　　　　　　　　　U-15日本代表(イタリア遠征)　監督

　２００１(平成１３)年～現在　　　　　　　　　NPO法人スポーツフォーラム愛知　理事

　２００２(平成１４)年　　　　　　　　　　　　(財)日本サッカー協会　インストラクター

　２００３(平成１５)年　　　　　　　　　　　　愛知県サッカー協会　４種技術委員長

　１９９９(平成１１)年　　　　　　　　　　　　名古屋グランパスエイトスカウト

　２０００(平成１２)年～２００４年(平成１６)　モノリスフットボールクラブ　総監督

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メキシコワールドカップアジア予選参加

　１９９４(平成６)年～１９９５(平成７)年　　　フジタ女子サッカークラブ　ヘッドコーチ

　１９９７(平成９)年　　　　　　　　　　　　　名古屋グランパスエイトユース　監督

　１９８２(昭和５７)年　　　　　　　　　　　　日本サッカーリーグ　新人王

　１９８１(昭和５６)年～１９８５(昭和６０)年　日本代表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロス五輪アジア予選参加

　１９９６(平成８)年　　　　　　　　　　　　　名古屋グランパスエイトジュニアユース監督

　DF，MFポジション

　１９８０(昭和５５)年　　　　　　　　　　　　高校選抜日本代表

　　　１９９７　　年取得　A級コーチ（旧B級コーチ）

    　２００１  　年取得　Ｓ級コーチ

２００７ (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ

昭和　　３６　(西暦１９６１　)年　　８　月 　

池 内　 豊

いけうち　ゆたか

　　　１９９４　　年取得　B級コーチ（旧C級コーチ）

　２００４年～現在　　　　　　　　　　　　　　JFAU-13・U-14エリートプログラム　監督

選　手　歴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本サッカーリーグ　優勝１回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天皇杯　準優勝３回

選　抜　歴

１９７７(昭和５２)年～１９８０(昭和５５)年　愛知高等学校　サッカー部

１９８０(昭和５５)年～１９９６(平成８)年　　フジタサッカークラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インターハイ出場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国高校選手権(ﾍﾞｽﾄ4)

　１９８０(昭和５５)年～１９８１(昭和５６)年　U-20日本代表(ｱｼﾞｱ3位)



（協）資料№2⑥

ふ り が な

氏　名

生年月日

指導者資格

取　得　歴

(その他)　　　　　年取得　　資格名　　　　　　　　取得場所　　　　　　　　　　.

高等学校 　　91　　年　　札幌第一　　高等学校 卒業

学　　　歴 大　　学     　  年　     大学　     学部　卒業　　　　　　　　　　　

そ の 他

競　技　歴 日本代表、日本選抜などの履歴も記入

指　導　歴

(財)日本ｻｯｶｰ協会・各種連盟・都道府県協会などにおける役職・活動歴

　2000　　　　　　　　年取得　B級コーチ（旧C級コーチ）

　2004　　　　　　　　年取得　A級コーチ（旧B級コーチ）

     　年取得　Ｓ級コーチ

２００７ (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ

昭和　47(西暦1972)年　5月31日　　(34　歳)

山橋　貴史

やまはし　たかし

ポジション

1991年～93年　ヤンマーディーゼル

1994年～96年　セレッソ大阪

1997年～98年　コンサドーレ札幌

2003年　　札幌ベアフット　Ｕー15　監督

1999年　　札幌ベアフット　Ｕー15　コーチ

2001年　北海道協会　強化委員

2004年　JFA　ナショナルトレセンコーチ

1999年　北海道クラブユーストレセン



（協）資料№2⑦

ふ り が な

氏　名

生年月日 昭和　４８　(西暦１９７３　　)年　　６月　　３日(　　３３歳)

所　属　先

指導者資格

取　得　歴

(その他)　　　　　年取得　　資格名　　　　　　　　取得場所　　　　　　　　　　.

高等学校 　　　　1992年　　香川県立丸亀高等学校 卒業

学　　　歴 大　　学     　  1996年　  同志社大学　 経済学部　卒業　　　　　　　　　　　

そ の 他

競　技　歴 日本代表、日本選抜などの履歴も記入

指　導　歴

(財)日本ｻｯｶｰ協会・各種連盟・都道府県協会などにおける役職・活動歴

２００７ (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ

前田　信弘

まえだ　のぶひろ

アルビレックス新潟

　　　2002　　　　年取得　B級コーチ（旧C級コーチ）

　　　　　　　　　年取得　A級コーチ（旧B級コーチ）

     　年取得　Ｓ級コーチ

G.Kポジション

1992～1995　　同志社大学　サッカー部

1996～1997　　ヴェルディ川崎（現　東京ヴェルディ1969）

1998～1999　　ヴィッセル神戸

　　　2000　　清水エスパルス

2004　　　　　アルビレックス新潟.シンガポール　　選手 兼 G.Kコーチ

2001～2003　　アルビレックス新潟

2005～2006　　アルビレックス新潟.シンガポール　　G.Kコーチ

2007～　　　　アルビレックス新潟ユース　　　　　 G.Kコーチ


