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東当 一哉 勝野 譲司 髙木 貴弘 濱田 恵介 山下 俊郎

阿部 麗 加藤 秀樹 高瀬 義史 林 昭彦 山下 遊

安部 想史 金山 悟 高野 勇二 原 研二 山城 尚彦

飯塚 洋 川越 竜磨 高橋 洋介 半田 和紀 山名 真義

池田 清朗 川瀬 健生 髙橋 一真 坂東 達也 山本 勇太朗

石井 愛慈 河村 康仁 髙橋 茂幸 比嘉 和也 吉川 輝彦

石川 扶 木下 隆幸 髙栁 渉 平出 遥夏 吉川 脩人

石川 智久 北内 直人 髙山 広明 平塚 将哲 吉田 宗弘

石子 善章 金 康太 田口 明夫 廣瀬 和俊 吉田 春香

石田 周平 木元 謙太郎 田口 圭祐 廣瀬 義貴 吉野 良輔

石津 惇 金城 收吾 武石 康平 深山 知生 米山 広輔

石橋 卓 金城 淳一 竹田 央 福増 健治 渡辺 健司

井嶋 優 櫛引 実 竹橋 卓也 藤本 一郎 渡邉 聡一郎

伊藤 溶章 國吉 良也 立原 佳佑 藤森 大介 渡辺 智典

伊東 勝 久保田 康嗣 玉城 賢人 二見 唯

伊藤 優作 熊倉 純一 千葉 雅司 古田 泰士

伊藤 貢平 桑原 雄一 辻 仁史 保坂 満大

井口 裕規 小泉 慶太 對島 康之 細川 真一

猪瀬 拓也 小嶋 達也 土倉 幸司 堀米 保成

今泉 俊洸 小林 拓矢 土屋 俊貴 本多 竜次

今津 健充 小林 悠真 鶴田 滉介 本間 正一

岩本 英一郎 小村 貴光 寺奥 健太 本間 康貴

上田 隆 斉藤 集郎 堂端 励人 前田 隆成

上原 誠 坂本 葵 當山 司 前津 文啓

牛久 祥聡 阪本 翔 戸川 誠 政浦 卓哉

牛場 哲郎 酒本 夏輝 時久 省吾 松尾 一雅

宇高 保 佐藤 慎之介 常盤 大空 松下 祐之

宇田川 大輔 佐藤 智久 登坂 亮二 松田 哉

内田 裕希 佐藤 大輔 鳥羽 祐介 松本 浩幸

海野 剛 佐藤 司 冨岡 駿平 松本 祐樹

江上 和希 佐藤 拓也 取附 忠文 松雪 浩俊

及川 佳祐 猿渡 崇史 中江 瑞紀 馬渕 裕樹

大礒 寛晃 重成 俊弥 長倉 光範 三浦 康平

大金 祐輔 志田 龍之介 中島 健吾 三浦 篤史

大城 来仁 柴田 峻 中島 誠司 三木 一生

大城 健太 柴田 恭兵 中島 弘行 水谷 幸平

大塚 禎宏 澁澤 良徳 中島 純一 翠川 直樹

大塚 知也 渋田 博之 中田 雄也 宮内 一磨

大坪 正和 嶋嵜 亮都 中西 祐介 宮城 一茂

大友 麻衣子 嶋田 修 仲松 翔弥 宮崎 貴行

大前 魁 周東 健太郎 長峰 大樹 宮下 翔

小形 幸平 中村 涼人 三好 和彦

置田 知彰 白壁 武憲 中山 太暉 武藤 貴啓

奥間 翔 菅原 裕貴 西村 一志 村中 康亮

小田 哲也 鈴木 文人 沼尻 健太 八ッ橋 直樹

小沼 拓也 須摩 和樹 長谷川 亮 矢吹 吏志

小野 玲央 住田 優 花城 竜仁 山内 辰徳

小原 勇人 住吉 哲也 花城 可人 山郷 のぞみ

柿澤 由佳 諏訪 雄大 浜口 顕人 山﨑 健一

笠野 寿之 関 隆行 浜住 椋太 山崎 武

2016（平成28）年度　ゴールキーパーC級コーチ養成講習会　受講者　【215名】

Chilet　Nonato Juan Carlos

シュナイダー潤之介


