
資料№３②

　　　　　　　　　　　　　2005(平成17)年度　公認B級コーチ養成講習会　判定結果　【234名】 2006年3月31日現在

■都道府県協会推薦（139名）

北海道 山田　静 新谷　和彦 水谷　慎

青森県 吉岡　智 五十嵐　康彦

岩手県 鳴尾　直軌 梶原　聡記 蝦名　浩明

宮城県 内田　桂太郎 小西　拓也 村山　進

秋田県 小林　克 大山　百合子

山形県 鳥羽　聡 田代　智行 羽角　哲広

福島県 本田　馨 佐藤　喜平 鈴木　浩之 久能　朋弘 亀岡　丈朗

茨城県 川松　隆宏 照沼　祐治 齊藤　和浩 山﨑　英男 塙　誠一 瀬和　真一郎

栃木県 鈴木　秀明 金井　理 吉田　弘信

群馬県 土田　直子 佐藤　匡樹 正木　文治 笛木　孝彦 内藤　秀和

埼玉県 三戸　優次 橋本　政広 宮下　雄全 浅沼　賢一 八木原　秀哲 竹田　申 小島　哲広 小松　工

千葉県 本田　裕二 冨永　裕之 小柴　泰

東京都 久保田　敬 小野寺　章 中川　潔 清水　大史 西入　俊浩 鈴木　良彦

神奈川県 小川　雅嗣 早川　英勝 菊地　健児 深澤　和宏 高野　裕之 中田　剛 梅沢　一久

山梨県 清水　正志 草間　一実

長野県 立澤　恵一 小原　邦雄 林　昌智 奥田　真央

新潟県 八木　宏克 星　直樹

富山県 貫田　淳一 西野　貴博 岩井　英樹

石川県 北出　幸夫

福井県 近藤　光彦 大坂　和彦 山田　晃史

静岡県 杉山　哲也 池谷　哲志 小倉　政治 田村　幸司 中野　大輔 松山　寿樹 松尾　大介

愛知県 樫野　高義 青山　桂 杉坂　友浩 仲渡　隆真 榊原　清彦 川畑　淳二

三重県 城　利英 和田　篤典

岐阜県 長江　達樹 森山　泰行 栗田　義之 渡邊　裕友

滋賀県 中村　圭一 松浦　優子 山本　佳司

京都府 入江　寛 林　憲子

大阪府 村田　智宏 新田　昭二 高橋　宏治

兵庫県 三浦　清司 岩堀　宏祐 野呂　英昭 陳　洋平 奥本　渉 中野　俊幸

奈良県 徳永　憲司

和歌山県 坂下　公隆 伊藤　文寿

鳥取県

島根県 谷本　雅宣

岡山県 松村　和憲 松本　治雄 岸本　弘

広島県 山口　博毅 宮本　誠 重富　計二 広川　祥司 新藤　信行

山口県 渡邉　修身 前田　康光 鎌江　和正

香川県 森　陽介 森元　浩二

徳島県 山田　和弘 福谷　祥伯

愛媛県 飯尾　始 谷口　幸隆

高知県 宮本　範和 岡村　佳章

福岡県 永倉　克哉

佐賀県

長崎県 川口　邦春 岩田　勝也

熊本県 中野　浩二 楠山　裕喜

大分県 宮秋　淳也

宮崎県 神戸　昌宏

鹿児島県 出村　文男

沖縄県 長浜　永

■複数年度（4名） 伊藤　哲也 眞中　靖夫 佐野　一記 田賀　正純
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■Jリーグ推薦（40名）

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 松山　大地 野々村　芳和

ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台 壱岐　友輔 渡辺　晋

ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形 斉藤　武志 宮武　太

鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ 小原　正見

水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ 加藤　嗣夫 木澤　正徳

ｻﾞｽﾊﾟ草津 倉尾　正典

大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ 酒井　宏治 岡本　隆吾

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 中村　一昭 上村　崇士

柏ﾚｲｿﾙ 松原　直哉 酒井　直樹

FC東京 石井　豊 塚本　博史

東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969 中村　忠 米山　隆一

川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ 森内　隆也 新井　崇之

横浜F・ﾏﾘﾉｽ 青木　寿人

横浜FC

湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ 望月　数馬

ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府 西川　陽介

ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 濱田　尭 小林　高道

清水ｴｽﾊﾟﾙｽ 山下　芳紀

ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 米山　哲史

名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ 山内　是吏 加藤　史泰

京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞ 加藤　祐貴子

ｶﾞﾝﾊﾞ大阪

ｾﾚｯｿ大阪

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 岩成　智和

徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ

ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡

ｻｶﾞﾝ鳥栖

大分ﾄﾘﾆｰﾀ 吉坂　圭介

JPFA 渡邉　一平 加納　昌弘 吉川　京輔 森下　仁志 松川　友明 小池　知己

■JFL推薦（8名）

Honda FC 小林　秀多

YKK AP

佐川急便東京SC

栃木SC 槙　剛 森川　智浩 福田　智保

佐川急便大阪SC

横河武蔵野FC 山岸　範之 中村　大輔

ﾃﾞﾝｿｰ 小澤　慶二郎

流通経済大学 大平　正軌

■全日本大学連盟推薦（6名） 岩崎　清 流郷　吐夢 廣瀬　多広 小泉　昌幸 黒田　雄司 伊藤　卓

■日本クラブユース連盟推薦（4名） 石母田　豊 高山　洋平 大竹　浩一 小林　浩

■女子委員会推薦（5名） 木村　理恵 工藤　輝央 星野　隆之 藤原　孝雄 福井　和哉

■全国社会人連盟推薦（3名） 高橋　耕司 松原　良香 若井　研治

■全国専門学校連盟推薦（1名） 北條　信

■自己推薦（19名） 佐々木　善 領木　菜穂子 宮澤　光一 水澤　則一 角田　壮監 浦野　浩一 齋藤　俊太郎 綿貫　一成

矢田　隆 八田　真 志村　泰史 古田　光明 高　秀民 幸島　宏次 斎藤　壮史 相良　和弘

吉岡　宏 辛島　世則 李　国秀

■JFA推薦（5名） 中河　昌彦 貞清　健一 廣庭　秀高 伊藤　晋 中村　恭平
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