
サッカー1級審判員
所属協会 ⽒名 フリガナ

荒上 修⼈ アラガミ シュウト
⽊村 博之 キムラ ヒロユキ
佐藤 裕⼀ サトウ ユウイチ
清野 裕介 セイノ ユウスケ
⻑⾕ 拓 ナガヤ タク

原尾 英祐 ハラオ エイスケ
藤井 陽⼀ フジイ ヨウイチ
船橋 昭次 フナバシ アキツグ
眞鍋 久⼤ マナベ ヒサオ

三上 正⼀郎 ミカミ ショウイチロウ
宗像 瞭 ムナカタ リョウ

⻘森県 林 可⼈ ハヤシ ヨシヒト
植松 健太朗 ウエマツ ケンタロウ
中川 愛⽃ ナカガワ ヨシト
伊勢 裕介 イセ ユウスケ
杉野 杏紗 スギノ アズサ
⾼橋 悠 タカハシ ユウ

千葉 直史 チバ ナオフミ
塚原 健 ツカハラ タケシ

中村 ⼀貴 ナカムラ カズキ
畠⼭ ⼤介 ハタケヤマ ダイスケ
平間 亮 ヒラマ リョウ

秋⽥県 ⼭岡 良介 ヤマオカ リョウスケ
清⽔ 拓 シミズ タク

野堀 桂佑 ノボリ ケイスケ
⼤⽥ 智寛 オオタ トモヒロ
⾟島 宗烈 カラシマ カズヨシ
佐藤 誠和 サトウ トモカズ
橋本 真光 ハシモト マサミツ
岡部 拓⼈ オカベ タクト
柿沼 亨 カキヌマ トオル
川俣 秀 カワマタ シュウ

⽥尻 智計 タジリ トモカズ
塚越 由貴 ツカコシ ユウキ
⻄尾 英朗 ニシオ ヒデアキ
岩﨑 創⼀ イワサキ ソウイチ
関⾕ 宣貴 セキヤ ノリタカ
⾼⼭ 啓義 タカヤマ ヒロヨシ
⼿塚 優 テヅカ ユウ

⻑峯 滉希 ナガミネ コウキ
原 崇 ハラ タカシ

栃⽊県

北海道

宮城県

⼭形県

福島県

茨城県

岩⼿県



サッカー1級審判員
加藤 正和 カトウ マサカズ
篠藤 巧 シノトウ タクミ

塚⽥ 健太 ツカダ ケンタ
堀越 雅弘 ホリコシ マサヒロ
阿部 将茂 アベ マサシゲ
梅⽥ 智起 ウメダ トモユキ
⾦井 清⼀ カナイ セイイチ
⽥邉 裕樹 タナベ ユウキ
塚⽥ 智宏 ツカダ トモヒロ
中村 太 ナカムラ フトシ

福岡 靖⼈ フクオカ ヤスヒト
淺⽥ 武⼠ アサダ タケシ

五⼗嵐 泰之 イガラシ ヒロユキ
⼤川 直也 オオカワ ナオヤ

⾦次 雄之介 カネツグ ユウノスケ
桜井 ⼤介 サクライ ダイスケ
清⽔ 勇⼈ シミズ ハヤト
瀬⽥ 貴仁 セタ タカヒト
先⽴ 圭吾 センダチ ケイゴ
原⽥ 雅⼠ ハラダ マサシ
荒⽊ 友輔 アラキ ユウスケ
飯⽥ 淳平 イイダ ジュンペイ
井上 知⼤ イノウエ トモヒロ
宇⽥ 賢史 ウダ ケンシ

宇⽥川 恭弘 ウダガワ ヤスヒロ
⻑⽥ 望 オサダ ノゾミ
勝部 健 カツベ ケン

⽊川⽥ 博信 キカワダ ヒロノブ
酒井 達⽮ サカイ タツヤ
佐藤 貴之 サトウ タカユキ
鈴⽊ 渓 スズキ ケイ

⽵⽥ 和雄 タケダ カズオ
俵 元希 タワラ ゲンキ

鶴岡 泰樹 ツルオカ タイキ
鶴岡 将樹 ツルオカ マサキ
⻄村 雄⼀ ニシムラ ユウイチ
⻑⾕川 雅 ハセガワ マサル
細尾 基 ホソオ ハジメ

御厨 貴⽂ ミクリヤ タカフミ
森川 浩次 モリカワ コウジ
⼭下 良美 ヤマシタ ヨシミ

群⾺県

埼⽟県

千葉県

東京都
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秋澤 昌治 アキサワ ショウジ

宇治原 拓也 ウジハラ タクヤ
榎本 ⼀慶 エノモト カズヨシ
⼤坪 博和 オオツボ ヒロカズ
椎野 ⼤地 シイノ ダイチ
聳城 巧 タカギ タクミ

⾼寺 恒如 タカテラ ノブユキ
友政 利貴 トモマサ トシキ
⻄⽥ 裕貴 ニシダ ユウキ
松澤 慶和 マツザワ ヨシカズ
國吉 真吾 クニヨシ シンゴ
藤澤 達也 フジサワ タツヤ
⼤峽 諭 オオバ サトル

⼩出 貴彦 コイデ タカヒコ
松本 瑛右 マツモト エイスケ
上原 直⼈ ウエハラ ナオト
⼤⽮ 充 オオヤ ミツル

熊⾕ 幸剛 クマガイ ユキタカ
⼩林 健太朗 コバヤシ ケンタロウ
⽥中 玲匡 タナカ レオ

⼋⽊ あかね ヤギ アカネ
⼩野 裕太 オノ ユウタ
坂本 晋悟 サカモト シンゴ

福井県 ⽵⻑ 泰彦 タケナガ ヤスヒコ
内⼭ 翔太 ウチヤマ ショウタ
⼤橋 侑祐 オオハシ ユウスケ
勝⼜ 弘樹 カツマタ ヒロキ
唐紙 学志 カラカミ サトシ
窪⽥ 陽輔 クボタ ヨウスケ
櫻井 ⼤輔 サクライ ダイスケ
数原 武志 スハラ タケシ
⽵⽥ 明弘 タケダ アキヒロ
⼭村 将弘 ヤマムラ マサヒロ
安藤 康平 アンドウ コウヘイ
上⽥ 益也 ウエダ マスヤ
上村 篤史 カミムラ アツシ
清⽔ 修平 シミズ シュウヘイ
⾈橋 崇正 フナハシ タカマサ
松本 康之 マツモト ヤスユキ
鈴⽊ 規志 スズキ ノリユキ
中澤 涼 ナカザワ リョウ

安川 公規 ヤスカワ コウキ
三重県

愛知県

神奈川県

⼭梨県

⻑野県

新潟県

富⼭県

静岡県
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岩⽥ 浩義 イワタ ヒロヨシ
⽇⽐野 真 ヒビノ マコト
今村 義朗 イマムラ ヨシロウ
植⽥ ⽂平 ウエダ ブンペイ
村井 良輔 ムライ リョウスケ
岡 宏道 オカ ヒロミチ

⼩曽根 潮 コソネ ウシオ
須⾕ 雄三 スタニ ユウゾウ
⾕ 弘樹 タニ ヒロキ

中井 敏博 ナカイ トシヒロ
⾺場 規 ババ タダシ

⽮野 浩平 ヤノ コウヘイ
⼭⼝ 隆平 ヤマグチ リュウヘイ
⼭本 雄⼤ ヤマモト ユウダイ
若宮 健治 ワカミヤ ケンジ
⾚阪 修 アカサカ オサム

井出本 瞭 イデモト リョウ
⼤原 謙哉 オオハラ ケンヤ
川勝 彬史 カワカツ アキフミ
清⽔ 崇之 シミズ タカユキ
武部 陽介 タケベ ヨウスケ
⽥中 利幸 タナカ トシユキ
⾕本 涼 タニモト リョウ
中野 卓 ナカノ タク
⻄橋 勲 ニシハシ イサオ

浜本 祐介 ハマモト ユウスケ
廣瀬 成昭 ヒロセ ナリアキ
松尾 ⼀ マツオ ハジメ

道⼭ 悟⾄ ミチヤマ サトシ
柳⽥ 翔 ヤナギタ ショウ

渡辺 康太 ワタナベ コウタ
⾜⽴ 正輝 アダチ マサキ
⼤塚 晴弘 オオツカ ハルヒロ
川崎 秋仁 カワサキ アキヒト
⼩屋 幸栄 コヤ コウエイ
野村 修 ノムラ オサム
堀 善仁 ホリ ヨシヒト

松井 健太郎 マツイ ケンタロウ
奈良県 村⽥ 裕紀 ムラタ ヒロキ
和歌⼭県 花川 雄⼀ ハナカワ ユウイチ

池⽥ 元 イケダ ハジメ
⻄村 幹也 ニシムラ ミキヤ
横⼭ 卓哉 ヨコヤマ タクヤ

兵庫県

⿃取県

岐⾩県

滋賀県

京都府

⼤阪府
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三原 純 ミハラ ジュン

若槻 直輝 ワカツキ ナオキ
武⽥ 光晴 タケタ ミツハル
堀 格郎 ホリ カクロウ
松本 ⼤ マツモト ダイ

イ サンギ イ サンギ
池内 明彦 イケウチ アキヒコ
⽯丸 秀平 イシマル シュウヘイ
⼤藤 翔平 オオトウ ショウヘイ
⾼崎 航地 タカサキ コウジ
森数 真治 モリカズ シンジ
柳岡 拓磨 ヤナオカ タクマ

⼭⼝県 吉⽥ 哲朗 ヨシダ テツロウ
⾹川県 ⻄⼭ 貴⽣ ニシヤマ タカオ

池⽥ ⼀洋 イケダ カズヒロ
藤⽥ 優 フジタ ユウ

⾼知県 ⼾⽥ 東吾 トダ トウゴ
⽳井 千雅 アナイ ユキマサ
緒⽅ 孝浩 オガタ タカヒロ
笠原 寛貴 カサハラ ヒロキ
塩津 祐介 シオツ ユウスケ
⽥島 宏則 タジマ ヒロノリ
⽥代 雄⼤ タシロ ユウタ
正⽊ 篤志 マサキ アツシ
松尾 明徳 マツオ アキノリ
村⽥ 裕介 ムラタ ユウスケ
⻲川 哲弘 カメガワ アキヒロ
津野 洋平 ツノ ヨウヘイ
上⽥ 隆⽣ ウエダ タカオ
宮原 ⼀也 ミヤハラ カズヤ

⼤分県 佐々⽊ 慎哉 ササキ シンヤ
中井 恒 ナカイ ヒサシ

和⾓ 敏之 ワズミ トシユキ
⻄⽔流 優⼀ ニシズル ユウイチ
原⽥ ⼤輔 ハラダ ダイスケ

福島 孝⼀郎 フクシマ コウイチロウ
向井 修也 ムカイ シュウヤ
⼭⼝ ⼤輔 ヤマグチ ダイスケ

沖縄県 国吉 真樹 クニヨシ マサキ

⿅児島県

愛媛県

福岡県

⻑崎県

熊本県

宮崎県

島根県

岡⼭県

広島県


