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ダイレクター サブダイレクター サブダイレクター

池内�豊(S) 山橋�貴史(S) 木村�康彦(S)

JFA JFA JFA ★新任 代表兼務

地域名 地域統括YD チーフ

山橋�貴史(S) 鈴木�貴浩(S) 尾形 行亮 (B/GK-B) 阿部 勝弘 (B/GK-A) 

JFA ｻﾝｸFCくりやま 北海道教育庁 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌

手倉森�浩(S) 武藤�覚(S) 都�修一(A) 斎藤 武志 (B/GK-A) 植田 元輝 (A/GK-A) 

JFA JFA ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形 ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形 ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台

西川�誠太(S) 矢野 隼人(S) ★黒崎�久志(S) 土橋�正樹(A) 小山 健二(B/GK-A)
高桑 大二朗

(A取得見込/GK-B)

JFA JFA 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ 浦和ﾚｯｽﾞ 横浜FC JFA

木村 康彦(S) 遠藤�善主(S)
前田 信弘

(S取得見込/GK-A)
岡本 理生 (B/GK-B)

JFA JFA JFA 北陸高校

池内�豊(S) 濱崎�芳己(S) 佐々木 理(A/GK-A) 大橋 昭好(S/GK-A)

JFA JFA 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ JFA

内山�篤(S) 星原�隆昭(S) 菊池�彰人(A) 末廣 亮介(B/GK-A) 上野 秀章(B/GK-A) 

JFA JFA/ｾﾚｯｿ大阪 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 ｾﾚｯｿ大阪

大畑�開(A) ★中村�伸(A) 中村 考宏(B/GK-A) ★真子 秀徳(B/GK-B)

JFA ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 廿日市FC ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山

大橋�浩司(S) 和泉�茂徳(S) 吉田 明博(S/GK-A) ★大田 康雄(B/GK-A)

JFA JFA/愛媛FC 高松大学 愛媛FC

城�和憲(A) 宮川�真一(S) 松岡�仁司(A) 墨屋 孝(A/GK-A) ★松本 康宏(B/GK-A) 

JFA JFA(ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城) JFA(ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城) JFA(ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城) V・ファーレン長崎

横内�昭展(S) 川俣 則幸(S/GK-A) 下田 崇(A/GK-A) 高橋 範夫(A/GK-A)

JFA JFA JFA JFA

加藤 好男(S/GK-A) 川口 能活(B/GK-B)
★田口 哲雄
(UEFA-B)

JFA JFA JFA

中国

担当地域なし

四国

九州

北信越

東海

関西

2020ユースディベロップメント体制/JFAナショナルトレセンコーチ

サブ/GK担当サブ

JFA9地域統括ユースダイレクター�・�チーフコーチ�・�サブコーチ

ユース育成

東北

関東

北海道

（　　）内アルファベットは保有コーチライセンス 



ダイレクター サブダイレクター サブダイレクター

鈴木�淳(S) 川俣�則幸(S) 木村�康彦(S)

JFA JFA JFA ★新任 代表兼務

鈴木�淳(S) 内山�篤(S) 池内�豊(S) ★大岩�剛(S)

JFA JFA JFA JFA

山橋�貴史(S) 濱崎�芳己(S) 西川�誠太(S) 矢野�隼人(S) 影山�雅永(AFC-Pro) 冨樫�剛一(S)

JFA JFA JFA JFA JFA JFA

越田�剛史(S) 木村�康彦(S) 池内�豊(S) 望月�聡(S) 遠藤�善主(S) 武藤�覚(S)

北陸大学 JFA JFA びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 JFA JFA

内山�篤(S)

JFA

中田�康人(S) 山口��隆文(S) 武藤�覚(S) 山橋�貴史(S) 矢野�隼人(S) 星原�隆昭(S)

JFA(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) JFA JFA JFA JFA JFA/大阪FA/ｾﾚｯｿ大阪

中田�康人(S) 矢野�隼人(S) 宮川�真一(S) 橋川�和晃(S) 星原�隆昭(S)

JFA(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) JFA JFA(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ宇城) FC今治 JFA/大阪FA/ｾﾚｯｿ大阪

木村�康彦(S) 遠藤�善主(S) 手倉森�浩(S) 鎌田�安久(S) 西川�誠太(S) 矢野�隼人(S)

JFA JFA JFA 岩手大学 JFA JFA

濱崎�芳己(S) 星原�隆昭(S) 菊池�彰人(A) 大畑�開(A) 和泉�茂徳(S) 大橋�浩司(S)

JFA JFA/大阪FA/ｾﾚｯｿ大阪 ヴィッセル神戸 JFA JFA/愛媛FC JFA

城�和憲(A) 加藤�賢二(A) 宮川�真一(S) 中山�雅雄(A) 大野�真(S) 山路�嘉人(S)

JFA JFA(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ堺) JFA(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ宇城) 筑波大学 JFA ベガルタ仙台

★中村�伸(A)
小川�秀樹
(UEFA-A/A)

松原�英輝(UEFA-A)

サンフレッチェ広島 JFA JFA

加藤�好男(S/GK-A) 川俣�則幸(S/GK-A) 大橋�昭好(S/GK-A) 尾形�行亮(B/GK-A) 阿部�勝弘(B/GK-A)� 斎藤�武志(B/GK-A)

JFA(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) JFA JFA 北海道教育庁 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 モンテディオ山形

植田�元輝(A/GK-A)� 小山�健二(B/GK-A)
高桑�大二朗

�(A取得見込/GK-B)
前田�信弘

(S取得見込/GK-A)
岡本�理生(B/GK-B) 佐々木�理(A/GK-A)

ベガルタ仙台 横浜FC JFA JFA 北陸高校 名古屋グランパス

末廣�亮介(B/GK-A) 上野�秀章(B/GK-A) 中村�考宏(B/GK-A) 吉田�明博(S/GK-A) 加藤�竜二(S/GK-A) 西入�俊浩(A/GK-A)

ヴィッセル神戸 セレッソ大阪 廿日市FC 高松大学 JFA(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) JFA

墨屋�孝(A/GK-A) 下田�崇(A/GK-A)� 高橋�範夫(A/GK-A)

JFA(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城) JFA JFA

GKインストラクター

A級U‐12
(2コース)

2020�指導者養成体制

指導者養成

S級(1コース)

A級U‐15
(2コース)

A級ジェネラル
(6コース)

B級
JFAコース
7コース※
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チーフコーチ サブチーフコーチ サブチーフコーチ サブチーフコーチ
GK

チーフコーチ

GK

サブチーフコーチ

大野　真(S) 大部　由美(S) 加藤　賢二(A) 清瀬　一剛(A) 西入　俊浩(A/GK-A) 轟　奈都子(A/GK-A)

JFA 境港市役所 JFAアカデミー堺 JFA JFA JFA

★新任 代表兼務

地域名 チーフ GK担当

松田　哉(A) ★北原 次郎(S取得見込) ★本村 俊三(B/GK-C)

JFA 北海道コンサドーレ札幌 札幌大谷学園

山路　嘉人(S) ★伊藤　圭(A) 安齋　和之(B/GK-A) 

ベガルタ仙台 東北環境管理 FC BLOOM

★能仲　太司(A) 仲野　浩(A取得見込) 松下　潤(B) ★白井 貞義(S) 調整中 西入　俊浩(A/GK-A)

JFA 東急ＳレイエスFC 小美玉スポーツクラブ ザスパクサツ群馬レディース JFA

清瀬　一剛(A) 西村　陽介(A) 安齋　和之(B/GK-A) 

JFA 医療法人雨宮病院 FC BLOOM

山口　小百合(A) 江後　賢一(A) 金野　結子(A) 加藤　竜二(S/GK-A)

磐田市役所 NGUラブリッジ名古屋 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島・女子 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島・女子

加藤　賢二(A) 狩野　倫久(S) 三輪　由衣(A) 轟　奈都子(A/GK-A)

JFAアカデミー堺 SAGAWA　SHIGA　FC 帝塚山学院大学 JFA

横道　玲香(A) 田中　龍哉(A/GK-C) 轟　奈都子(A/GK-A)

広島経済大学 徳山大学 JFA

木村　リエ(AFC Pro/A) 影山　啓自(A/GK-A) ★監物　政希(A/GK-A)

JFAアカデミー今治 JFAアカデミー今治 JFAアカデミー今治

井嶋　正樹(B/GK-A) 嶋田　正照(S/GK-A) 利光　ちはる(A) ★松岡 卓(A) 井嶋　正樹(B/GK-A) 

JFA 鳳凰高等学校 カティオーラフットボールクラブ アスフィーダ熊本 JFA

手塚　貴子(A) 宮本　ともみ(A) 那須 麻衣子(B) ★岡本三代(S) 前田　信弘
(S取得見込/GK-A)

JFA 高田学苑高田短期大学
伊賀FCくノー

三重県民共済生活 協同組合
JFA

コーチ

2020ユースディベロップメント体制/JFAナショナルトレセンコーチ

ナショナルトレセンコーチ（女子）

北海道

四国

東北

関西

関東

担当地域なし

東海

中国

北信越

九州

（ ）内アルファベットは保有コー

チライセンス
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ナショナルトレセンコーチ（女子担当）	 	

プロフィール	

	

	

【地域なし】	
	

【氏	 	 名】	 岡本	 三代（オカモト	 ミヨ）	

【生年月日】	 	 1978 年 7 月 1 日	

【出	身	地】	 	 高知県	

【最終学歴】	 	 1997 年	 静岡学園高等学校	 卒業	

	

【サッカー歴】	 1995 年〜1999 年	 鈴与清水 FC ラブリーレディース	

	 	 	 	 	 	 	 	 1999 年〜2000 年	 ルネサンス熊本 FC	

	 	 2001 年〜2003 年		岡山湯郷 Belle	

	

【指	導	歴】	 	 2006年〜2012年			Kochi	ganador	FC	

2006年〜2012年			高知県国体女子・トレセンスタッフ	

2013年〜2019年	 	セレッソ大阪堺レディース・ガールズ	

2013年											U-19日本女子代表	 コーチ	

2015年											U-16日本女子代表	 コーチ	

2016 年	 		 	 	 	 U-17 日本女子代表	 コーチ	

2017 年	 	 	U-19 日本女子代表	 コーチ	

2018 年	 	 	 	 	 U-20 日本女子代表	 コーチ	

	

【資	 	 格】	 	 2016 年	 JFA	S 級コーチライセンス取得	



2020.2.13 
（報告）資料 2-3	

 
ユースディベロップメント体制	
JFA インストラクター(S 級担当)	 	

プロフィール	
	

	

【氏	 	 名】	 	 大岩	 剛（	おおいわ	ごう	）	

【生年月日】	 	 1972	年	6 月 23	日	

【出	身	地】	 	 静岡県	

【最終学歴】	 	 筑波大学	

	

【所	属	先】	 	 JFA	

	

【サッカー歴】	 1988 年〜1990 年	 清水市立商業高等学校	

1991 年〜1994 年	 筑波大学	

1995 年〜2000 年	 名古屋グランパスエイト	

	 	 	 	 	 	 	 	 2000 年～2002 年	 ジュビロ磐田	

	 	 	 2003 年〜2010 年	 鹿島アントラーズ	

	

【指	導	歴】	 	 2011 年				～2017 年 5 月	 鹿島アントラーズ	コーチ	

	 	 	 	 	 	 	 	 2017 年 6 月〜2020 年 1 月	 鹿島アントラーズ	監督	

	

【資	 	 格】	 	 2015 年	 JFA	S 級コーチライセンス取得		
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