（協議）資料№２
ユニバーシアード日本女子代表チーム コーチングスタッフ プロフィール

■監督
太田真司（おおた

しんじ）

昭和 52（1977）年 8 月 3 日生まれ（満 31 歳）
公認Ａ級コーチ
【選手歴】
昭和 61 年〜平成元年
平成 2 年〜4 年
平成 5 年〜7 年
平成 8 年〜11 年

【指導歴】
平成 12 年〜15 年

平成 12 年〜

平成 15 年
平成 16 年〜19 年
平成 15 年〜20 年
平成 18 年
平成 19 年

■コーチ
堀野 博幸（ほりの

安土スーパーヒーローズﾞ
安土町立安土中学校サッカー部
三重県立四日市中央工業高校サッカー部
吉備国際大学サッカー部
・総理大臣杯全日本大会出場
・中国・四国学生選抜デンソーカップ出場

吉備国際大学男子サッカー部 コーチ
・天皇杯 3 年連続出場
・全日本大学選手権大会出場
吉備国際大学女子サッカー部 監督
・全日本大学女子選手権大会 7 年連続 7 回目出場
・全日本女子選手権 4 年連続 5 回目出場
西日本女子学生選抜 ヘッドコーチ
中国・四国女子学生選抜 監督
岡山県成年女子国体選抜 コーチ（3 位 2 回・4 位 2 回）
日本女子学生選抜 コーチ
ユニバーシアード（タイ／バンコク）日本女子代表 コーチ

ひろゆき）

昭和 44（1969）年 9 月 3 日生まれ（満 39 歳）
公認Ａ級コーチ
【選手歴】
昭和 60 年〜63 年
大阪府立茨木高等学校サッカー部
昭和 63 年〜平成 4 年
早稲田大学ア式蹴球部
※日本代表歴 ジュニアユース日本代表／ユース日本代表候補
【指導歴】
平成 8 年〜10 年
平成 10 年〜11 年
平成 12 年〜17 年
平成 14 年
平成 15 年
平成 16 年
平成 17 年〜18 年
平成 19 年〜20 年

防衛大学校サッカー部 コーチ
早稲田大学ア式蹴球部男子 アシスタントコーチ
早稲田大学ア式蹴球部女子 監督
東京都国体女子代表 監督
ユニバーシアード（韓国／大邱）日本女子代表 コーチ
東京都国体女子代表 監督
早稲田大学ア式蹴球部女子 総監督
U−20 日本女子代表コーチ
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■ＧＫコーチ
黒澤 尚（くろさわ

たかし）

昭和 52（1977）年 10 月 25 日生まれ（満 31 歳）
公認Ａ級コーチ
【選手歴】
平成 8 年〜11 年

平成 12 年〜15 年
平成 17 年〜
【指導歴】
平成 12 年〜14 年
平成 14 年〜15 年
平成 15 年〜16 年
平成 16 年〜17 年

平成 16 年
平成 17 年〜19 年
平成 18 年〜19 年
平成 19 年〜
平成 19 年〜20 年
平成 20 年

仙台大学
・総理大臣杯全国大会 ベスト８（平成 8 年〜10 年）
・総理大臣杯全国大会 第４位（平成 11 年）
・東北学生選抜選手（平成 9 年〜11 年）
・北海道・東北学生選抜選手（平成 9 年〜11 年）
JFL ソニー仙台フットボールクラブ
東北社会人 2 部リーグ 中田クラブ

仙台西高校サッカー部 コーチ
U−18・U−15 宮城県女子選抜 GK コーチ
東北学院高校サッカー部 コーチ
L リーグ YKKAP 東北女子フラッパーズ 監督
・L リーグ 第 5 位（平成 16 年）
・全日本女子選手権大会 ベスト８（平成 16 年）
国体女子宮城県選抜 監督
・埼玉国体 第４位
JFL ソニー仙台 FC クラブ スクールマスター
JFL ソニー仙台 FC クラブ GK コーチ
仙台大学女子サッカー部 監督
国体女子宮城県選抜 監督
・大分国体 ベスト 16
北海道・東北地区女子学生選抜 監督
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