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■地域サッカー協会推薦（66名）

北海道 伊藤 修 小川原 周太 中村 拓朗

東北 金子 有也 佐藤 守人 高橋 理 芳賀 大祐 波多野 辰則

関東 岩上 哲也 大槻 茂久 沖野 弘尚 尾張 尭映 車田 孝士 桜井 健丞

柴山 桂 鈴木 宏輝 髙松 慎 新村 知仁 野口 哲平 波多 秀吾

平尾 信之 藤巻 藍子 宮本 貴史 柳川 信 吉野 佳卓

北信越 荒木田 丈 須﨑 政幸 関 大輔 不野 亮二 牧野 功一

東海 大塚 智紀 加藤 到 杉浦 康裕 鈴木 啓史 鈴木 政紀 竹内 奨

松尾 大介

関西 伊奈 新太郎 牛場 哲郎 黒田 達也 小山 優 境 孝司 田川 太知

竜田 隆志 中郷 厚史 藤井 達也 本藤 大成 吉田 裕

中国 片寄 真吾 実信 憲明 須田 二三明 住田 優 高原 良明 向井 祐介

四国 大谷 武文 金子 憲一 細川 裕介 名倉 正倫

九州 小森田 友明 相良 利朗 髙倉 直樹 長浜 隆浩 新田 祐輔 福嶋 洋

舩津 法大 森下 和哉

2017年度JFA A級コーチジェネラルライセンス認定者　【141名】



■Jリーグ推薦（31名）

ブラウブリッツ秋田 菅原 太郎

ベカルタ仙台 安川 洋介

福島ユナイテッドFC 中村 洵

水戸ホーリーホック 河野 高宏

ザスパクサツ群馬 澤田 博之

鹿島アントラーズ 羽田 憲司

浦和レッズ 内舘 秀樹

大宮アルティージャ 大塚 真司

柏レイソル　 平山 智規

ジェフユナイテッド市原・千葉 高木 健旨

川崎フロンターレ　 玉置 晴一

FC東京　 太田 匡人

東京ヴェルディ 古川 将大

横浜F・マリノス 小坂 雄樹

横浜FC 伊藤 昭朗

湘南ベルマーレ　 中丸 貴之

FC町田ゼルビア 徳永 尊信

カターレ富山　 迫田 雄一

ツエーゲン金沢 麦田 和志

松本山雅FC 本間 康貴

ジュビロ磐田 西野 泰正

京都サンガF.C. 山下 弘樹

セレッソ大阪 小林 功基

ガンバ大阪 山口 智

ヴィッセル神戸 安東 寿人

ファジアーノ岡山スポーツクラブ 若宮 直道

愛媛FC 北内 耕成

アビスパ福岡 村山 仁允

大分トリニータ 山崎 哲也

サガン鳥栖 木谷 公亮

FC琉球 小寺 一生

■JPFA推薦（10名） 池田 昇平 大島 秀夫 酒井 友之 佐藤 悠介 前田 高孝 巻 誠一郎

箕輪 義信 宮沢 正史 森 勇介 山田 卓也

■JFL推薦（8名）

Honda FC 関 雅至

Honda FC 渡邉 誠人

ブリオベッカ浦安 池田 裕之

東京武蔵野シティFC 山崎 正晴

FCマルヤス岡崎 山田 蔵

ヴィアティン三重 石丸 公一

FC今治 山本 侑生

ヴェルスパ大分 熊谷 勇哉

■全日本大学サッカー連盟推薦（6名） 小倉 拓真 長山 一也 南茂 英樹 西 政治 西田 祐士 福士 徳文

■日本クラブユース連盟推薦（2名） 大津 直人 中本 朗

■全国社会人連盟推薦（1名） 赤尾 修

■女子委員会推薦（2名） 田邊 友恵 轟 奈都子

■JFA推薦（9名） 金野 結子 佐藤 洋平 島田 裕介 西 紀寛 福田 あや 村井 慎二

矢野 大輔 尹 明進 森 亮太

複数年受講（持越） 粟倉 慎二 安部 久貴 宮城 修 前原 誠治 栗田 雄高 小谷野 徹

6名 東海 大学サッカー連盟 JFA

※2017年度新規受講生135名＋持越6名＝141名


