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■地域サッカー協会推薦（63名）

北海道 石尾 浩一 小林 俊也 富居 徹雄

東北 五十嵐 康彦 小川 貴史 熊林 親吾 栗原 英毅 齋藤 伸行 久能 朋弘
(青森） (岩手） （秋田） （秋田） （秋田） （福島）

関東 竹本 浩 萬場 努 梁島 将光 平賀 祥哲 鈴木 豊 元井 淳
（茨城） （茨城） （栃木） （群馬） （埼玉） （埼玉）

亘 崇詞 旭 寿樹 八津川 義廣 秋山 敬貞 石塚 理人 清水 厚 浅田 忠亮
（埼玉） （千葉） （千葉） （東京） （東京） （東京） （神奈川）

高橋 奨 永山 晃 土屋 安晴
（神奈川） （神奈川） （山梨）

北信越 堀澤 秀太 森川 達矢 大林 夏樹 古沢 徹 濵野 勇気 阿岸 勝 富沢 大
（長野） （長野） （新潟） （新潟） （富山） （石川） （石川）

東海 加藤 良 小林 公平 袴田 悠仁 岡戸 佑樹 矢野 隼人 小澤 亮二 齋藤 雄弥

（静岡） （静岡） （静岡） （愛知） （愛知） （三重） （三重）

関西 奥村 英之 清水 裕喜 塚原 真也 中村 聡 足高 裕司 木村 仁司 竹野 由和
（滋賀） （京都） （京都） （京都） （大阪） （大阪） （兵庫）

澤井 匡生 長田 和茂 吉野 健太
（奈良） （和歌山） （和歌山）

中国 畑野 伸和 田原 俊輔 山川 莉々加 新井 崇之 松田 基弘 澤野 晃士
（鳥取） （島根） （岡山） (広島） （広島） （山口）

四国 荒木 亮次 渡部 晃久
（愛媛） （愛媛）

九州 樋口 貴史 田中 智宗 中田 浩史 小林 覚 松岡 仁司 又吉 浩樹
（福岡） （佐賀） （長崎） （大分） （大分） （沖縄）

2015年度　A級コーチジェネラル養成講習会　合格者　【151名】



（報告）資料№3
 2016.4.14

■Jリーグ推薦（34名）

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 川口 卓哉

ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台 西 洋祐

ﾌﾞﾗｳﾌﾞﾘｯﾂ秋田 鈴井 智彦

ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形 内山 俊彦

栃木ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 花輪 浩之

ｻﾞｽﾊﾟｸｻﾂ群馬 白井 貞義

浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ 土橋 正樹

大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ 佐藤 勝彦

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 茂垣 将太

柏ﾚｲｿﾙ 永井 俊太

FC東京 京増 雅仁

東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969 小笠原 資暁

FC町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ 酒井 良

川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ 長橋 康弘

横浜F・ﾏﾘﾉｽ 松木 秀樹

横浜FC 早川 知伸

湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ 安達 伸彦

ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府 大柴 克友

ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 郷野 太郎

ﾂｴｰｹﾞﾝ金沢 前田 大輔

清水ｴｽﾊﾟﾙｽ 栗山 友文

ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 川口 信男

名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ 三木 隆司

FC岐阜 三田 光

京都ｻﾝｶﾞF.C. 手島 和希

ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 吉田 宗弘

ｾﾚｯｿ大阪 新田 大介

ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 江口 倫司

ｶﾏﾀﾏｰﾚ讃岐 上村 健一

徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ 大島 康明

ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 道下 亨

ｷﾞﾗｳﾞｧﾝﾂ北九州 手嶋 俊介

V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎 竹村 栄哉

ﾛｱｯｿ熊本 松山 周平

■JPFA推薦（9名） 小田島 隆幸 海本 幸治郎 佐伯 直哉 佐藤 陽彦 佐藤 由紀彦

下川 誠吾 瀬戸 春樹 寺田 周平 永井 秀樹

■JFL推薦（9名）

SP京都FC 大槻 紘士

ｿﾆｰ仙台FC 遠藤 大志

横河武蔵野FC 池上 寿之

ｳﾞｪﾙｽﾊﾟ大分 田中 博

ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 今井 健

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山ﾈｸｽﾄ 森川 潤一

MIOびわこ滋賀 東 広樹

奈良ｸﾗﾌﾞ 柿沼 昭宏

流経大ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞ龍ヶ崎 鈴木 浩之

■全日本大学サッカー連盟推薦（７名） 青木 智也 佐藤 創 佐藤 仁 田村 直弘 本田 明 三浦 佑介 米山 隆一

■日本クラブユース連盟推薦（3名） 阪本 洋平 山中 亮介 山崎 太史

■全国社会人連盟推薦（1名） 齋藤 芳行

■JFA推薦（17名） 池崎 諭 石田 祐樹 石野 智顕 片桐 央視 河本 雅彦 姜 宗真

北澤 豪 シュタルフ　浩大　トーマス 戸田 和幸 中尾 拓 中山 雅史

野本 安啓 松尾 洋 松本 量平 丸山 浩司 柳澤 敦 山田 涼太

■複数年（8名） 飯塚 洋 河野 佑介 今野 嘉昭 武井 一馬 田野 豪一 長瀬 拓廣

松原 謙二 米山 哲史


