
青木 英貴 菊池 敬樹 塚田 亘 真子 秀徳

秋葉 智人 木村 俊博 鶴田 純一 間嶋 拓弥

阿部 剛士 金城 淳一 出口 拓馬 松田 香純

飯田 剛史 具志堅 和也 寺本 直央 松永 隆佑

池田 裕哉 楠原 興志 鳥羽 秀徳 松原 康成

池田 健朗 工藤 隆幸 飛石 孝行 松宮 仁信

伊佐 孝徳 久保田 学 永岡 昭 松本 郁哉

石島 佑太 黒田 誠 中川 博善 水原 大樹

石附 秀樹 髙坂 雄一郎 中川 達也 宮本 朋輝

石原 友喜人 小林 雄大 永田 崇之 武藤 弘晃

石渕 健一 小松 雅貴 長嶺 圭介 村藤 貴宏

井嶋 正樹 雑賀 俊浩 中村 嘉秀 森 爽一

市村 祐二 齋藤 一 中村 遼 森 優也

伊東 幸紀 齊藤 隆裕 中村 哲也 森本 悠馬

稲本 大樹 齊藤 夕希也 中村 仁亮 諸井 雄一

井上 弦紀 齊藤 倫也 成相 恭輔 門馬 章浩

井口 裕規 坂本 英樹 南原 智彦 矢島 博充

今安 智之 酒本 夏輝 西井 隆人 八原 太一

岩田 麻奈 佐塚 崇 西田 尚貴 山上 伸太郎

上野 真未 佐藤 広崇 西村 拓朗 山﨑 健一

内田 謙二郎 佐藤 和夫 西村 俊夫 山崎 武

内田 啓介 佐藤 星汰 西脇 一行 山下 長利

宇野 絢人 座間 亮太 新田 学 山田 大嗣

梅澤 一久 澤田 知孝 根本 翔 山本 英明

江口 祐輔 澤野 公則 野上 康太郎 山本 重太

大川 猛 島 勇佑 野﨑 翔 横山 英一

大倉 健 嶋田 修 野田 健太 吉川 雄規

大村 卓嗣 島並 貴樹 葉狩 宗之 吉田 賀之

大山 聡 下村 誠 長谷川 弘喜 吉田 一彦

岡田 嘉樹 神 祐司 八田 透 吉田 貴宏

岡部 誠史郎 菅井 聡 馬場 創一朗 吉村 俊希

岡松 伸弥 杉本 友貴 浜川 成章 與那城 慧太

奥住 慎 杉山 広太 濱﨑 拓実 與那城 昂太

尾﨑 忠之 杉山 貴洋 林 秀和 李 漢哲

小澤 英明 鈴木 理一郎 原田 潤一 渡辺 海

小沼 信政 瀬戸 八州 韓 忠好

小野寺 康一 高木 功 坂東 達也

小幡 祥太 髙嶋 康弘 東 徹也

葛西 淳次 高田 祐哉 平野 佑樹

風間 良介 高野 峻輔 廣岡 慈貴

柏崎 秀一 髙見 源弥 深江 雄士郎

片山 泉 田上 辰平 藤井 浩基

勝田 直弘 滝沢 諭 藤岡 一莉

勝野 譲司 竹橋 卓也 二口 信博

神尾 航平 田中 駿也 古川 大海

鴨川 奨 田中 脩平 古庄 亨

川名 弘晃 田中 健介 本田 正治

川原 元樹 玉木 諒 本田 貴宏

河本 祐弥 中馬 健次 前原 誠治

2015（平成27）年度　ゴールキーパーC級コーチ養成講習会　受講者　【182名】


