
  2017.4.13（協議）資料№5
チーフ サブチーフ サブチーフ GKチーフ

大野　真 大部　由美 加藤　賢二 西入　俊浩 ※協議事項

（S） （A） （A） （A・GK-A）
JFA 境港市役所 JFAアカデミー堺 JFA

［なでしこジャパンコーチ］ ［U-19女子代表GKコーチ］

地域チーフ

松田　哉 山田　静

（A） （B）
JFA 北海道札幌あいの里高等支援学校

地域チーフ

山路　嘉人 松本　克典

（S） （A）
ベガルタ仙台 福島県立富岡高等学校

地域スーパーバイザー 地域チーフ

大野　真 田代　久美子 仲野　浩 池田　太 楠瀬　直木

（S） （B）　A級取得中 （B） （S） （S）
JFA 山梨学院大学 東急スポーツシステム JFA JFA

［U-19女子代表監督］ ［U-16女子代表監督］

地域チーフ

清瀬　一剛 西村　陽介 佐野　佑樹

（A） （A） （A・GK-B）
（株）TSTテクノ 医療法人雨宮病院 アルビレックス新潟

地域チーフ

山口　小百合 沖山　雅彦 江後　賢一 宮本　ともみ 坂尾　美穂

（A） （S） （B）　A級取得中 （B）　A級取得中 （A）
磐田市役所 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島・女子 NGUラブリッジ名古屋 高田短期大学 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島・女子

［U-16女子代表コーチ］

地域チーフ

狩野　倫久 高須　理稔 三輪　由衣

（S） （A） （B）
SAGAWA SHIGA FC JFAアカデミー堺 JFAアカデミー堺

地域チーフ

和田　敬 横道　玲香

（A） （B）
岡山県立玉野高等学校 広島経済大学

地域チーフ

影山　啓自 川井　健太 木村　リエ

（A・GK-A） （A）　S級取得中 （A）
JFAアカデミー今治 愛媛FC JFAアカデミー今治

地域チーフ

嶋田　正照 利光　ちはる 樋口　貴史

（S・GK-A） （A） （A）
鳳凰高等学校 カティオーラフットボールクラブ アビスパ福岡

大谷　未央

（B）

GKチーフ

西入　俊浩 前田　信弘 轟　奈都子 井嶋　正樹 安齋　和之

（A・GK-A） （A・GK-A） （B・GK-A） （B・GK-C）　GK-B取得中 （B・GK-A）
JFA JFA 東海大学熊本 FC BLOOM

［U-19女子代表GKコーチ］

加藤　竜二 永井　響介 山郷　のぞみ

（A/GK-A）　S級取得中 （B・GK-C） （B）　GK-C取得中
JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島・女子 至学館高等学校 成立学園高等学校

関東

２０１７年度　JFAナショナルトレセンコーチ　［女子担当］

北海道

東北

北信越

東海

関西

中国

四国

九州

担当地域
無し

GK

 氏名 

保有ライセンス 

所属 

［ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌの役職］ 



2017 年 4 月 13 日 

① JFA ナショナルトレセンコーチスタッフ プロフィール 

＜関東地域担当＞ 

 
【氏   名】     楠瀬 直木（くすのせ なおき） 
 
【生年月日】     1964 年 4 月 17 日 

 

【出 身 地】     東京都 

 

【学  歴】      1983 年 帝京高校卒業 

             1987 年 法政大学卒業 

 

【サッカー歴】    1980 年～1983 年  帝京高校 

             1983 年～1987 年  法政大学 

             1987 年～1990 年  読売クラブ 

             1990 年～1993 年  本田技研工業狭山サッカー部 

 
【指 導 歴】     1995～1996 年 兵庫 FC監督 

1997～1999 年 小山ブリッツ FCコーチ 

1999～2009 年 ヴェルディ S.S.小山ジュニアユース監督 

2001～2003 年 白鴎大学サッカー部コーチ 

2001～2005 年 国学院栃木高校コーチ 

2010～2011 年 東京ヴェルディユース監督 

2012年    FC町田ゼルビア アカデミーダイレクター(U-18監督) 

2013年    FC町田ゼルビア 強化・育成統括本部長 

2013年      FC町田ゼルビア 監督代行 

2014年    FC町田ゼルビア アカデミーダイレクター 

兼 東京都国体選抜(成年)監督 

2015～2016 年 U-16/U-17日本女子代表チーム監督 

 
【資   格】      2010年    JFAサッカーS級コーチライセンス取得 

 

 



② JFA ナショナルトレセンコーチスタッフ プロフィール 

＜東海地域担当＞ 

 
【氏   名】     坂尾 美穂（さかお みほ） 
 
【生年月日】     1977 年 12 月 7 日 

 

【出 身 地】     大分県 

 

【学  歴】      福岡大学大学院 

              

【サッカー歴】    1991年～1995 年  福岡ファーストレディイレブン 

             1996年～1999 年  福岡大学サッカー部 

              

【指 導 歴】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000～2006年 福岡大学サッカー部（女子部） 監督 

2001～2004年 福岡県女子ユース（U-15）選抜 監督 

2001～2006年 福岡県女子ユース（U-15）トレセン チーフコーチ 

2002～2006年 かすみフットボールクラブ 監督 

2003年 福岡大学市民カレッジ「キッズサッカークラブ」講師 

2003～2004年 JFAウィメンズカレッジインストラクター 

2005～2006年 福岡県女子ユース（U-12）トレセン チーフコーチ 

2005～2006年 九州女子 U-15トレセン地域トレセンコーチ 

2006～2012年 JFAアカデミー福島 女子 コーチ 

2006～2011年 JFAナショナルトレセンコーチ[女子担当：東北] 

2006～2007年 U-16日本女子代表コーチ 

2008年 U-17日本女子代表コーチ 

2010～2011年 JFA エリートプログラム女子 U-13監督 

2010～2011年 JFAナショナルトレセンコーチ[女子担当：東北・関西] 

2012～2013年 JFAアカデミー堺 コーチ 

2013年 JFAナショナルトレセンコーチ[女子担当：関西] 

2014～2015年 MSV Duisburg e.V 女子セカンドチーム コーチ 

2015～2016年 MSV Duisburg e.V 女子 U-16/U-15チーム 監督 

2017年～ JFAアカデミー福島 女子 コーチ 



【資   格】    
 

JFA公認 A級ジェネラルコーチライセンス 

JFA公認 A級 U-12コーチライセンス 

ドイツサッカー協会 B 級ライセンス（UEFA-B級） 


