
チーフインストラクター

前川�義信（B/A) ライセンス（サッカー／フットサル）

富山県サッカー協会 ★新任

小西�鉄平 (A/B, AFCレベル3) 前川�義信（B/A) 阿久津�貴志（B/A) 伊藤�雅範（B/A)

JFA 富山県サッカー協会 湘南ベルマーレフットサルクラブ バサジィ大分

小西�鉄平  (A/B, AFCレベル3) 前川�義信（B/A) 阿久津�貴志（B/A) 伊藤�雅範（B/A)

JFA 富山県サッカー協会 湘南ベルマーレフットサルクラブ バサジィ大分

金井�一哉（C/A) 高橋�優介（C/A) 横江�塁（B/A)

エスポラーダ北海道→Fリーグ選抜 名古屋オーシャンズ FC東京

★菅野�大祐（C/B）

エスポラーダ北海道

浅利�真（C/B)

ヴィヴァーレ一関

横山�哲久 (B/B) 横江�塁（B/A) 藤田�安澄（C/A) ★谷本�俊介（C/A)

BONFIN FC東京 Atractivo Activity Club 府中アスレティックFC

藤田�哲也 (A/B) ★杉木�陽介（C/B）

長岡ビルボードフットボールクラブ ヴィンセドール白山

高橋�優介（C/A)

名古屋オーシャンズ

柴沼�真（C/B) 丸山�哲平（C/A) 藤井�健太（C/B）

大阪成蹊大学 LEOGRASTA -

上泉�康樹 (B/B) ★村上�哲哉（C/B）

広島大学 広島F/DO

佐賀�博幸（B/A取得見込)

Fut STORY

伊藤�雅範（B/A) 中嶋�孝行（C/A)

バサジィ大分 TERCEIRO S COMMUNICATIONS 

小西�鉄平 (A/B, AFCレベル3) 前川�義信（B/A) 阿久津�貴志（B/A) 福角�有紘（B/A)

JFA 富山県サッカー協会 湘南ベルマーレフットサルクラブ 多摩大学

小森�隆弘（B/B） 木暮�賢一郎（C/B） 鈴木�隆二
（スペインレベル1/スペインレベル3）

金井�一哉（C/A)

JFA JFA JFA エスポラーダ北海道→Fリーグ選抜

フットサルA級

2019 フットサル指導者養成体制

フットサル指導者養成

テクニカルダイレクター

小西�鉄平 (A/B, AFCレベル3)
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2019年 4月 11日 

 

JFA フットサル指導者養成インストラクター 

プロフィール 

 

 

【氏  名】 杉木 陽介 （すぎき ようすけ） 

 

【生年月日】 1980年 3月 26日 

 

【出 身 地】 石川県  

 

【最終学歴】 石川県立宝達高校卒業 

 

【サッカー／フットサル歴】 

2001年～2002年  松任オレンジモンキー（サッカー） 

2003年～2003年 松任 FC（サッカー） 

2004年～2004年 Grandlf（フットサル） 

2005年～2011年 VEEX KIMURA FUTSAL CLUB（フットサル） 

 

【指 導 歴】 2008年～2015年 VEEX KIMURA FUTSAL CLUB(ビークス白山）コーチ  

 2010年～2015年 VEEXフットサルスクールコーチ  

 2011年～  遊学館高校単位取得科目フットサル講座講師 

2012年～2016年  石川県選抜監督 

2011年～  石川県 U-23選抜監督 

2015年～  石川県 U-18選抜監督 

2012年～2015年  ビークス白山コーチ 

2012年～2015年  ビークス白山アスピランチ監督 

2016年～2018年  ヴィンセドール白山監督   

 

【資  格】 2010年 JFA C級コーチライセンス取得 

2015年 JFA フットサル B級コーチライセンス取得 

  2016年 JFAキッズリーダーライセンス取得 

 

 

 

 

以上 



2019 年 4 月 11 日 

 

JFA フットサル指導者養成インストラクター 

プロフィール 

 

 

【氏  名】 菅野 大祐 （かんの だいすけ） 

 

【生年月日】 1980 年 4 月 20 日 

 

【出 身 地】 北海道 

 

【最終学歴】 札幌大学卒業 

 

【サッカー／フットサル歴】 

1989 年～1993 年 旭川緑新キッカーズ（サッカー） 

1993 年～1996 年 旭川緑が丘中学サッカー部（サッカー） 

1996 年～1999 年 旭川実業高校サッカー部（サッカー） 

1999 年～2003 年 札幌大学サッカー部（サッカー） 

2003 年～2005 年 divertido S.S.P（フットサル） 

2005 年～2008 年 D.C Asahikawa futsal club（フットサル） 

2008 年～2012 年 エスポラーダ北海道（フットサル） 

 

【指 導 歴】 2012 年～2013 年 フットサル北海道女子選抜 コーチ 

 2013 年～2015 年 フットサル北海道選抜 監督 

 2014 年～2016 年 エスポラーダ北海道サテライト 監督 

 2016 年～  エスポラーダ北海道イルネーヴェ 監督 

 

【資  格】 2012 年 JFA C 級コーチライセンス取得 

2015 年 JFA フットサル C 級コーチライセンス取得 

2017 年 JFA フットサル B 級コーチライセンス取得 

 

 

 

 

以上 

 
 

顔写真 
バストアップ 



2019 年 4 月 11 日 

 

JFA フットサル指導者養成インストラクター 

プロフィール 

 

 

【氏  名】 谷本 俊介 （たにもと しゅんすけ） 

 

【生年月日】 1982 年 9 月 1 日 

 

【出 身 地】 香川県 

 

【最終学歴】 早稲田大学大学院卒業 

 

【サッカー／フットサル歴】 

1995 年～1998 年 丸亀市立東中学校サッカー部 

1998 年～2001 年 香川県立善通寺第一高校サッカー部 

2002 年～2006 年 高知大学体育会サッカー部 

2007 年～2009 年 ボルク北九州（フットサル） 

2009 年～2010 年 LUFT（フットサル） 

 

【指 導 歴】 2006 年～2007 年 高知大学体育会サッカー部・コーチ（サッカー） 

2007 年～2009 年 ボルク北九州・コーチ（フットサル） 

2007 年・2008 年  福岡県フットサル選抜女子・コーチ（フットサル） 

2008 年   福岡県フットサル選抜男子・コーチ（フットサル）  

2010 年～2011 年 府中アスレティック FC サテライト・コーチ（フットサル） 

2011 年～2012 年 府中アスレティック FC サテライト・監督（フットサル） 

2013 年～2018 年 府中アスレティック FC・監督（フットサル） 

2016 年   フットサル日本代表コーチ 

2018 年～2019 年 立川・府中アスレティック FC・監督（フットサル） 

 

【資  格】 2011 年 JFA C 級コーチライセンス取得 

2015 年 JFA フットサル C 級コーチライセンス取得 

2016 年 JFA フットサル B 級コーチライセンス取得 

2018 年 JFA フットサル A 級コーチライセンス取得 

 

 

以上 



2019 年 4 月 11 日 

JFA フットサル指導者養成インストラクター 

プロフィール 

 

 

【氏  名】 村上 哲哉 （むらかみ てつや）   

 

【生年月日】 1981 年 9 月 24 日 

 

【出 身 地】 山口県 

 

【最終学歴】 川崎医療福祉大学卒業 

 

【サッカー／フットサル歴】  

2008 年～2017 年 シュライカー大阪（フットサル） 

 

【指 導 歴】 2008 年～2017 年 シュライカー大阪スクールコーチ（フットサル） 

          2017 年～2019 年 Ｔ－ＤＲＥＡＭスクールコーチ（フットサル） 

2017 年～2019 年 広島ＦＤＯ監督（フットサル） 

             

 

【資  格】 2016 年 JFA C 級コーチライセンス取得 

2016 年 JFA フットサル C 級コーチライセンス取得 

2017 年 JFA フットサル B 級コーチライセンス取得 

 

 

 

 

以上 

 




