（協議）資料№１②
プロフィール（M-01）
【氏名】
アルベルト ザッケローニ（Alberto ZACCHERONI）
【生年月日】
1953年（昭和28年）4月1日生（58歳）
【出身地】
メルドラ（MELDOLA）出身
【指導歴】
1983～1985 年

AS チェゼナーティコ

1985～1987 年

リッチョーネ FC

1987～1988 年

AC ボカ・サン・ラザーロ

1988～1990 年

ASD バラッカ・ルーゴ

1990～1993 年

SSC ヴェネツィア

1993～1994 年

ボローニャ FC

1994～1995 年

コセンツァ 1914

1995～1998 年

ウディネーゼ

1998～2001 年

AC ミラン

2001～2002 年

SS ラツィオ

2003～2004 年

インテルナツィオナーレ

2006～2007 年

トリノ FC

2010 年

ユヴェントス FC

2010 年 10 月～ 日本代表 監督
【有資格】
1994年 ALLENATORE PROFESSIONISTA 1a CATEGORIA DIPLOMA PRO UEFA

1

プロフィール（M-02）
【氏名】
ステファノ アグレスティ（Stefano

AGRESTI）

【生年月日】
1956年（昭和31年）3月12日生（55歳）
【出身地】
バルベリーノ ディ ムジェッロ（BARBERINO DI MUGELLO）出身
【指導歴】
1985～1987 年

リッチョーネ FC

1987～1989 年

マリニャネーゼ

1989～1990 年

サレルニターナ

1990～1993 年

SSC ヴェネツィア

1993～1994 年

バラッカ ルーゴ

1994～1995 年

ユーヴェ スタビア

1995～1998 年

ウディネーゼ

1998～2001 年

AC ミラン

2001～2002 年

SS ラツィオ

2003～2004 年

インテルナツィオナーレ

2006～2007 年

トリノ FC

2010 年

ユヴェントス FC

2010 年 10 月～ 日本代表 コーチ
【有資格】
1995年 ALLENATORE PROFESSIONISTA 1a CATEGORIA DIPLOMA PRO UEFA

2

プロフィール（M-03）
【氏名】
関塚 隆（セキヅカ タカシ）
【生年月日】
1960年（昭和35年）10月26日生（51歳）
【出身地】
千葉県出身
【学歴】
1979 年

千葉県立八千代高等学校 卒業

1984 年

早稲田大学 卒業

【サッカー歴】
1976～1979 年

千葉県立八千代高等学校

1980～1984 年

早稲田大学

1984～1991 年

本田技研工業

【指導歴】
1991～1992 年

早稲田大学ア式蹴球部 監督

1993～1994 年

鹿島アントラーズ コーチ

1995 年

清水エスパルス コーチ

1996～2003 年

鹿島アントラーズ コーチ

1998、1999 年

鹿島アントラーズ 監督代行

2004～2008 年

川崎フロンターレ 監督

【有資格】
1994 年

JFA サッカーC 級コーチライセンス取得

1995 年

JFA サッカーB 級コーチライセンス取得

1997 年

JFA サッカーS 級コーチライセンス取得

3

プロフィール（M-04）
【氏名】
和田 一郎（ワダ イチロウ）
【生年月日】
1974年（昭和49年）1月31日生（37歳）
【出身地】
東京都出身
【学歴】
1992 年

東京都立城東高校 卒業

1996 年

青山学院大学 卒業

2000 年

筑波大学大学院 修了

【サッカー歴】
1989～1992 年

東京都立城東高校

1992～1996 年

青山学院大学

【指導歴】
2000 年

財団法人日本サッカー協会 各日本代表テクニカルスタッフ

2001 年

FIFA U-17 世界選手権 U-17 日本代表担当

2002 年

2002FIFA ワールドカップ 韓国／日本 日本代表担当

2003 年

FIFA コンフェデレーションズカップ フランス 日本代表担当

2004 年

アテネオリンピック U-23 日本代表担当

2005 年

FIFA コンフェデレーションズカップ ドイツ 日本代表担当

2006 年

2006FIFA ワールドカップ ドイツ 日本代表担当

2010 年

2010FIFA ワールドカップ 南アフリカ 日本代表担当

2005～2006 年

財団法人日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ

【有資格】
2004年

JFAサッカーC級コーチライセンス取得

2005年

JFAサッカーB級コーチライセンス取得

2007年

JFAサッカーA級コーチライセンス取得

4

プロフィール（M-05）
【氏名】
マウリツィオ グイード（Maurizio GUIDO）
【生年月日】
1957年（昭和32年）4月26日生（54歳）
【出身地】
コセンツァ（COSENZA）出身
【サッカー歴】
1977～1982 年

レンデ

1982～1984 年

カニカッティ

1984～1985 年

トラーパニ

1985～1986 年

カッサーノ

1986～1990 年

カリアテーゼ

1990～1992 年

カストロヴィッラーリ

【指導歴】
1992～1996 年

コセンツァ

1996～1997 年

ピアチェンツァ

1997～1998 年

ナポリ

1998～2001 年

AC ミラン

2001～2002 年

SS ラツィオ

2003～2004 年

インテルナツィオナーレ

2006～2007 年

トリノ FC

2008～2009 年

カッシーノ

2010 年

ユヴェントス FC

2010 年 10 月～ 日本代表 GK コーチ
【有資格】
1996年 ALLENATORE PROFESSIONISTA 2a CATEGORIA DIPLOMA PRO UEFA

5

プロフィール（M-06）
【氏名】
エウジェニオ アルバレッラ（Eugenio ALBARELLA）
【生年月日】
1965年（昭和40年）8月15日生（46歳）
【出身地】
ナポリ（NAPOLI）出身
【指導歴】
1991～1992 年

モンツァ

1992～1993 年

カゼルタ

1993～1995 年

フォルリ

1997～2001 年

サレルニターナ

2001～2004 年

ナポリ

2004～2005 年

リヴォルノ

2005～2006 年

アヴェッリーノ

2006～2007 年

トリノ FC

2009～2010 年

ユヴェントス FC

2010 年 10 月～ 日本代表
【有資格】
1991 年 Physical Coach Diploma（Italian FA Technical Center in Coverciano）

6

プロフィール（M-07）
【氏名】
早川 直樹（ハヤカワ ナオキ）
【生年月日】
1963年（昭和38年）3月9日生（48歳）
【出身地】
東京都出身
【学歴】
1981年

東京都立南多摩高等学校 卒業

1984年

メディカルトレーナー専門学校 卒業

1989年

東京衛生学園専門学校 卒業

【活動歴】
1989～1991年

日本女子代表チームトレーナー

1991～1992年

東日本古河サッカークラブトレーナー
日本鋼管サッカー部トレーナー

1993～1995 年

ガンバ大阪トレーナー

1996～1998 年

ジェフユナイテッド市原アスレティックトレーナー

1999～2010 年

日本代表チームチーフアスレティックトレーナー

【有資格】
1998年

財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー

2004年

JFAサッカーB級コーチライセンス取得

7

プロフィール（M-08）
【氏名】
ジャンパオロ コラウッティ（Giampaolo COLAUTTI）
【生年月日】
1970年（昭和45年）6月1日生（41歳）
【出身地】
バーリ（BARI）出身
【指導歴】
1997～2009 年

日本（大阪、千葉、神戸、長野、広島）のユースチームにて指導

2009 年 2 月

神戸にてコーチングコース

2000～2007 年

アラブ首長国連邦、スウェーデン、ギリシャ、クロアチア、
ハンガリーにて指導経験

2002～2007 年

イタリアサッカー協会ウンブリア州地域委員会と教育部門メンバー

2003～2010 年

ザッケローニ監督の視察の際の個人的立会人

2006～2008 年

イタリアサッカー協会ウンブリアユースチーム監督

2008～2010 年

イタリアサッカー協会ローマユース代表委員会と教育部門メンバー

【有資格】
2001年 ALLENATORE DI BASE DIPLOMA B UEFA

8

プロフィール（M-09）
【氏名】
前田 弘（マエダ ヒロシ）
【生年月日】
1965年（昭和40年）11月5日生（46歳）
【出身地】
東京都出身
【学歴】
1984年

日体荏原高等学校 卒業

1986年

メディカルトレーナー専門学校 卒業

1991年

東京医療福祉専門学校 卒業

【活動歴】
1991～1992年

東日本古河サッカークラブトレーナー
日本鋼管サッカー部トレーナー

1993～1994年

プリマハムくの一女子サッカー部アスレティックトレーナー

1995～1996 年

ガンバ大阪アスレティックトレーナー

1996～2007 年

ジェフユナイテッド千葉アスレティックトレーナー

2007～

日本代表チームアスレティックトレーナー

【有資格】
1990年

按摩マッサージ指圧師免許

1991年

鍼灸師免許

1998年

財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー

9

プロフィール（M-10）
【氏名】
菊島 良介（キクシマ リョウスケ）
【生年月日】
1978年（昭和53年）1月16日生（33歳）
【出身地】
東京都出身
【学歴】
1996年

東京都立清瀬高等学校 卒業

2000年

日本体育大学 卒業

2003年

花田学園 日本鍼灸理療専門学校 卒業

【活動歴】
2005～2007年

東京電力女子サッカー部マリーゼトレーナー

2008～2010年

ジェフユナイテッド市原・千葉トップチームトレーナー

2011～

日本サッカー協会

【有資格】
2000年

教員免許・保健体育中学/高校一種

2003年

鍼灸あん摩マッサージ指圧師

2006年

財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー

10

プロフィール（M-11）
【氏名】
小倉 勉（オグラ ツトム）
【生年月日】
1966年（昭和41年）7月18日生（45歳）
【出身地】
大阪府出身
【学歴】
1986 年

大阪府立摂津高校 卒業

1989 年

天理大学 卒業

【サッカー歴】
1984～1986年

大阪府立摂津高校

1986～1989年

天理大学

【指導歴】
1989～1990 年

同志社香里高校 コーチ

1990～1992 年

ブレーメン国際日本学園 教員・サッカー部監督（ドイツ）

1992～1993 年

ジェフユナイテッド市原 育成部（ジュニアユース）

1993～1996 年

ジェフユナイテッド市原 育成部（ユース）

1996～1997 年

ジェフユナイテッド市原 サテライト コーチ

1997～1999 年

ジェフユナイテッド市原 トップ コーチ

1999～2000 年

ジェフユナイテッド市原 強化部

2000～2001 年

ジェフユナイテッド市原 トップ コーチ

2001～2002 年

ジェフユナイテッド市原 サテライト ヘッドコーチ

2002～2005 年

ジェフユナイテッド市原 トップ コーチ

2005～2006 年

ジェフユナイテッド市原 強化部

1999～2000 年

財団法人日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ 関西・関東地域担当

2005～2007 年

財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ U-15/U-16/U-17 日本代表ｺｰﾁ

2006 年

U-16 アジア選手権優勝 FIFA U-17 ワールドカップ 韓国 2007 出場

2006～2010 年

日本代表コーチ 2010FIFA ワールドカップ南アフリカ出場 ベスト 16

2010 年 11 月

広州アジア大会 優勝

U-21・U-22 日本代表コーチ

【有資格】
1998 年

JFA サッカーA 級ライセンス取得

2002 年

AFC プロディプロマ

11

プロフィール（M-12）
【氏名】
武藤 覚（ムトウ アキラ）
【生年月日】
1976年（昭和51年）4月22日生（35歳）
【出身地】
青森県出身
【学歴】
1995 年

青森県立三本木高等学校 卒業

1999 年

筑波大学 卒業

2002 年

筑波大学大学院 修了

【サッカー歴】
1992～1995 年

青森県立三本木高等学校

1995～1999 年

筑波大学

【指導歴】
1995～1998 年

竹園東ＦＣ コーチ

1998～1999 年

筑波大学 蹴球部コーチ

1999～2000 年

水戸短期大学附属高等学校 サッカー部コーチ

2000～2001 年

牛久栄進高等学校 サッカー部コーチ

2001～2003 年

水戸葵陵高等学校 サッカー部コーチ

2001～2002 年

U-15 日本代表 テクニカルスタッフ

2003～2007 年

横浜Ｆ・マリノス アシスタントコーチ

2008～2010 年

日本代表 テクニカルスタッフ

2010～

U-21 日本代表 アシスタントコーチ

【有資格】
2004年

JFAサッカーB級コーチライセンス取得

2011年

JFAサッカーA級コーチライセンス取得見込

12

プロフィール（M-13）
【氏名】
藤原 寿徳（フジワラ ヒサノリ）
【生年月日】
1970年（昭和45年）4月26日生（41歳）
【出身地】
岩手県出身
【学歴】
1989 年

盛岡商業高等学校 卒業

1993 年

駒澤大学 卒業

【サッカー歴】
1986～1989 年

盛岡商業高等学校

1989～1993 年

駒澤大学

【指導歴】
1993～1995 年

駒澤大学サッカー部 コーチ

1995～2003 年

鹿島アントラーズ ユースチーム GK コーチ

2004～2009 年

鹿島アントラーズ トップチーム GK コーチ

2009～2010 年

京都サンガ F.C. トップチーム GK コーチ

1998 年～

JFA ゴールキーパー育成プロジェクトコーチ

【有資格】
2005 年

JFA サッカーA 級コーチライセンス取得

13

プロフィール（M-14）
【氏名】
里内 猛（サトウチ タケシ）
【生年月日】
1957年（昭和32年）1月11日生（54歳）
【出身地】
滋賀県出身
【学歴】
1975年

滋賀県立水口高等学校 卒業

1979年

大阪経済大学 卒業

【サッカー歴】
1972～1975 年

滋賀県立水口高等学校

1975～1979 年

大阪経済大学

1979～1988 年

住友金属工業

【指導歴】
1989～1992 年

住友金属工業 蹴球団 コーチ

1992～2002 年

鹿島アントラーズ フィジカルコーチ

2002～2003 年

セレッソ大阪 フィジカルコーチ
日本代表チーム フィジカルコーチ兼任

2003～2006 年

日本代表チーム フィジカルコーチ

2007 年

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 監督

2008～2009 年

川崎フロンターレ フィジカルコーチ

2010年

大宮アルディージャ フィジカルコーチ

【有資格】
1998年

JFAサッカーS級コーチライセンス取得

14

プロフィール（M-15）
【氏名】
後関 慎司（ゴセキ シンジ）
【生年月日】
1968年（昭和43年）5月7日生（43歳）
【出身地】
東京都出身
【学歴】
1987年

千葉日本大学第一高等学校 卒業

1995年

国際鍼灸専門学校 卒業

2011年

人間総合科学大学大学院 卒業

【活動歴】
1995～2001年

横浜F・マリノス育成部アスレティックトレーナー

2002～2003年

FC東京アスレティックトレーナー

2005～2008 年

U-17 日本代表アスレティックトレーナー

2009～2010 年

フットサル日本代表アスレティックトレーナー

2011 年～

U-22 日本代表アスレティックトレーナー

【有資格】
1995年

財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー

1995年

鍼灸師免許

2009年

日本ライフセービング協会 CPRインストラクター

15

プロフィール（M-16）
【氏名】
吉田 靖（ヨシダ ヤスシ）
【生年月日】
1960年（昭和35年）8月9日生（51歳）
【出身地】
東京都出身
【学歴】
1979年

國學院久我山高等学校 卒業

1983年

早稲田大学 卒業

【サッカー歴】
1976～1979 年

國學院久我山高等学校

1979～1983 年

早稲田大学

1983～1991 年

三菱重工業

【指導歴】
1992～1997 年

浦和レッドダイヤモンズ コーチ

1994 年

日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ

1994～1995 年

U-15／U-17／U-18 日本代表チーム コーチ

1996～1997 年

U-16／U-19 日本代表チーム コーチ

1997 年

U-20 日本代表チーム コーチ

1997～1999 年

浦和レッドダイヤモンズ ユース監督

1998 年

浦和レッドダイヤモンズ 総監督

2000～2001 年

浦和レッドダイヤモンズ コーチ

2001 年

U-18 日本代表チーム コーチ

2002 年

U-19 日本代表チーム コーチ

2003 年

U-18／U-20 日本代表チーム コーチ

2004 年

U-19 日本代表チーム コーチ

2005 年

U-20 日本代表チーム コーチ U-18 日本代表チーム 監督

2006 年

U-19 日本代表チーム 監督

2007 年

U-20 日本代表チーム 監督

2007 年～

日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ

2011 年～

U-18 日本代表チーム 監督

【有資格】
2001年

JFAサッカーS級コーチライセンス取得

16

プロフィール（M-17）
【氏名】
山橋 貴史（ヤマハシ タカシ）
【生年月日】
1972年（昭和47年）5月31日生（39歳）
【出身地】
北海道出身
【学歴】
1991年

札幌第一高等学校 卒業

【サッカー歴】
1988～1991 年

札幌第一高等学校

1991～1996 年

ヤンマー／セレッソ大阪

1997～1998 年

コンサドーレ札幌

1999 年

札幌ベアフット

【指導歴】
1999～2002年

ベアフット北海道U-15 コーチ

2002～2007年

ベアフット北海道U-15 監督

2004年～

日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ

2007年

U-15日本代表チーム コーチ

2008年

U-16日本代表チーム コーチ

2009年

U-17日本代表チーム コーチ

【有資格】
2007年

JFAサッカーS級コーチライセンス取得

17

プロフィール（M-18）
【氏名】
浜野 征哉（ハマノ ユキヤ）
【生年月日】
1972年（昭和47年）9月28日生（39歳）
【出身地】
神奈川県出身
【学歴】
1991年

桐光学園高等学校 卒業

【サッカー歴】
1988～1991 年

桐光学園高等学校

1991～1996 年

ヤマハ発動機／ジュビロ磐田

1996～1998 年

アルビレックス新潟

1999 年

本田技研工業

【指導歴】
2000～2001年

本田技研工業サッカー部 GKコーチ

2002～2010年

FC東京 GKコーチ

2011年～

FC東京U-15深川・U-15むさし GKコーチ

【有資格】
2011年

JFAサッカーA級コーチライセンス取得見込

18

プロフィール（M-19）
【氏名】
山崎 亨（ヤマザキ トオル）
【生年月日】
1968年（昭和43年）7月27日生（43歳）
【出身地】
神奈川県出身
【学歴】
1987年

横浜商科大学高等学校 卒業

1991年

拓殖大学 卒業

【活動歴】
1997～2002年

静岡県高校選抜チームアスレティックトレーナー

2002～2007年

浦和レッドダイヤモンズ ユースチームアスレティックトレーナー

2007～2011 年

横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 非常勤講師

2001～2011 年

日本代表チームアスレティックトレーナー

【有資格】
1998年

財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー

2006年

JFAサッカーB級コーチライセンス取得

2013年

日本ライフセービング協会 心肺蘇生法 CPR/AED
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プロフィール（M-20）
【氏名】
吉武 博文（ヨシタケ ヒロフミ）
【生年月日】
1960年（昭和35年）6月8日生（51歳）
【出身地】
大分県出身
【学歴】
1979 年

大分県立上野丘高等学校 卒業

1983 年

大分大学 卒業

1998 年

大分大学大学院 修了

【サッカー歴】
1976～1979 年

大分県立上野丘高等学校

1979～1983 年

大分大学

【指導歴】
1985 年

大分市立明野中学校（全国中学校サッカー大会優勝）

1995～1997 年

大分市トレセン コーチ

1996～2006 年

大分トリニータ U-15 コーチ

1996～2001 年

大分県トレセン コーチ

1999～2000 年

大分県少年・少女サッカー指導員養成講座 講師

2005～2006 年

エリートプログラム U-14

2006 年 9 月

U-18 日本代表 監督 仙台カップ国際ユースサッカー大会 2006

2006 年 12 月

エリートプログラム U-14

監督 韓国遠征

2007 年

エリートプログラム U-14

監督

2008 年 3 月

U-18 日本選抜 コーチ 沖縄高校招待サッカー大会

2008 年 6 月

エリートプログラム U-14

2008 年 7 月

U-14 日本選抜 コーチ EAFF

2009年

U-15日本代表監督

2010年

U-16日本代表監督

2011年

U-17日本代表監督／U-15日本代表監督

コーチ

監督
U-14

Youth Festival

【有資格】
1995 年

JFA サッカーC 級コーチライセンス取得

1998 年

JFA サッカーB 級コーチライセンス取得

2001 年

JFA サッカーS 級コーチライセンス取得
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プロフィール（M-21）
【氏名】
江尻 篤彦（エジリ アツヒコ）
【生年月日】
1967年（昭和42年）年7月12日生（44歳）
【出身地】
静岡県出身
【学歴】
1986年

清水市立商業高等学校 卒業

1990年

明治大学 卒業

【サッカー歴】
1983～1986 年

清水市立商業高等学校

1986～1990 年

明治大学

1990～1991 年

古河電気工業

1991～1998 年

ジェフユナイテッド市原

【指導歴】
1999～2000 年

ジェフユナイテッド市原 育成部（ジュニアユース・ユース）

2000 年

ジェフユナイテッド市原 育成部（ユース兼サテライト コーチ）

2000～2004 年

ジェフユナイテッド市原 トップチーム コーチ

2005～2006 年

アルビレックス新潟 トップチーム コーチ

2007～2008 年

U-23 日本代表チーム（北京オリンピック） コーチ

2009 年

ジェフユナイテッド市原・千葉：トップコーチ兼サテライトコーチ

2009～2010 年

ジェフユナイテッド市原・千葉：監督

【有資格】
2004年 JFAサッカーB級コーチライセンス取得
2005年 JFAサッカーA級コーチライセンス取得
2007年 JFAサッカーS級コーチライセンス取得
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プロフィール（M-22）
【氏名】
大橋 昭好（オオハシ アキヨシ）
【生年月日】
1962年（昭和37年）年12月11日生（49歳）
【出身地】
静岡県出身
【学歴】
1981年

藤枝東高等学校 卒業

【サッカー歴】
1978～1981年

藤枝東高等学校

1981～1989 年

ヤマハ発動機

1990～1991 年

トヨタ自動車

1992 年

名古屋グランパスエイト

1993～1994 年

柏レイソル

1995～1997 年

本田技研

【指導歴】
1998～1999 年

本田技研 サッカー部 GK コーチ

2000～2001 年

本田技研 サッカー部 監督

2002 年

ジュビロ磐田 下部組織 GK コーチ

2003～2007 年

ジュビロ磐田 ユースチーム GK コーチ

2007～2008 年

ジュビロ磐田 トップチーム GK コーチ

2009 年

U-15 日本代表チーム GK コーチ

2010 年

U-16 日本代表チーム GK コーチ

【有資格】
2002年

JFAサッカーA級コーチライセンス取得

2005年

JFAゴールキーパーB級コーチライセンス取得

2006年

JFAゴールキーパーA級コーチライセンス取得
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プロフィール（M-23）
【氏名】
並木 磨去光

（ナミキ マサミツ）

【生年月日】
1966年（昭和41年）10月29日生（45歳）
【出身地】
埼玉県出身
【学歴】
1985年

日本大学豊山高等学校 卒業

1989年

日本大学 卒業

1992年

学校法人花田学園 日本鍼灸理療専門学校本科 卒業

【活動歴】
1990年

U-19日本ユース代表

1991 年

U-22 バルセロナ五輪代表

1992 年

U-19 日本ユース代表、伊勢丹ラグビー部

1993 年

U-20 日本代表
横浜ＡＳフリューゲルス
大塚製薬（株）サッカー部（1995 年まで）

1996 年

アトランタ五輪男子サッカーチーム

1997 年

U-20 ワールドユースマレーシア大会

1997～2006 年

日本代表サッカーチーム

2000 年～

(財）日本サッカー協会とのパートタイム契約
シドニー五輪、アテネ五輪、北京五輪、日韓Ｗ杯、ドイツＷ杯
アジア大会（バンコク、プサン、ドーハ）
U-20 ワールドユースナイジェリア大会
U-17 ワールドカップメキシコ大会

【有資格】
1992年

鍼・灸師。あん摩・マッサージ・指圧師。

1998年

財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー
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プロフィール（M-24）

【氏名】
吉村 雅文（ヨシムラ マサフミ）
【生年月日】
1960年（昭和35年）6月29日生（51歳）
【出身地】
大阪府出身
【学歴】
1979年

大阪府立寝屋川高等学校 卒業

1984年

順天堂大学 卒業

1992年

順天堂大学大学院 修了

【サッカー歴】
1975～1978 年

枚方 FC

1980～1984 年

順天堂大学

【指導歴】
1988～1990 年

順天堂大学蹴球部コーチ

1992～1993 年

同志社大学サッカー部コーチ

2001 年～

順天堂大学蹴球部監督

2009 年～

全日本大学サッカー連盟技術委員長

【有資格】
2003年

JFAインストラクター

2005年

JFAサッカーA級コーチライセンス取得
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プロフィール（W-01）
【氏名】
佐々木 則夫（ササキ ノリオ）
【生年月日】
1958年（昭和33年）5月24日（53歳）
【出身地】
山形県出身
【学歴】
1977 年

帝京高等学校 卒業

1982 年

明治大学 卒業

【サッカー歴】
1974～1977 年

帝京高等学校

1977～1981 年

明治大学

1981～1986 年

NTT 関東

【指導歴】
1987～1994 年

NTT 関東サッカー部 コーチ（JSL・JFL）

1995 年

NTT 関東サッカー部 監督代行（JFL）

1996～1998 年

NTT 関東サッカー部/大宮アルディージャ監督（JFL）

1999～2001 年

大宮アルディージャ 強化・普及部長

2002～2003 年

大宮アルディージャ 普及部長

2004～2006 年

大宮アルディージャ ユースチーム監督

2006～2007 年

なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ(日本女子代表)コーチ・U-15/U-16 日本女子代表監督

2007 年

なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ(日本女子代表)コーチ・U-19/U-20 日本女子代表監督

2008 年～

なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ(日本女子代表)監督・U-19/U-20 日本女子代表監督

2009 年～

なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ(日本女子代表)監督・U-19/U-20 日本女子代表監督

2010 年～

なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ(日本女子代表)監督・U-19/U-20 日本女子代表監督

2011 年～

なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ(日本女子代表)監督

【有資格】
1999年

JFAサッカーS級コーチライセンス取得

25

プロフィール（W-02）
【氏名】
望月 聡（モチヅキ サトル）
【生年月日】
1964年（昭和39年）5月18日生（47歳）
【出身地】
滋賀県出身
【学歴】
1983 年

滋賀県立守山高等学校 卒業

1987年

大阪商業大学 卒業

【サッカー歴】
1980～1983 年

滋賀県立守山高校

1983～1986 年

大阪商業大学順天堂大学

1987～1991 年

NKK（日本鋼管）サッカー部

1992～1995 年

浦和レッドダイヤモンズ

1996～1997 年

京都パープルサンガ

【指導歴】
1998 年

京都パープルサンガ (トップチームコーチ)

2000～2001 年

ヴィッセル神戸 (トップチームコーチ)

2002～2003 年

大宮アルディージャ (ジュニアユースチーム監督)

2005 年

日本サッカー協会 U-16 日本代表コーチ
(U-17 国際大会ドイツ 2005 参加)

2006～2007 年

浦和レッドダイヤモンズ (ユースチームコーチ)

2006 年～

日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ

2008 年～

日本女子代表コーチ

【有資格】
2005 年～

JFA 指導者養成インストラクター

2005年

JFAサッカーS級コーチライセンス取得

26

プロフィール（W-03）
【氏名】
前田 信弘（マエダ ノブヒロ）
【生年月日】
1973年（昭和48年）6月3日生（38歳）
【出身地】
香川県出身
【学歴】
1992 年

香川県立丸亀高等学校 卒業

1996 年

同志社大学 卒業

【サッカー歴】
1989～1992 年

香川県立丸亀高等学校

1992～1996 年

同志社大学

1996～1997 年

ヴェルディ川崎（現東京ヴェルディ 1969）

1998～1999 年

ヴィッセル神戸

2000 年

清水エスパルス

2001～2003 年

アルビレックス新潟

2004 年

アルビレックス新潟.シンガポール

【指導歴】
2004～2006 年

アルビレックス新潟.シンガポール GK コーチ

2006 年～

日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ

2007～2008 年

アルビレックス新潟ユース GK コーチ

2007 年～

日本女子代表 GK コーチ

【有資格】
2005年

JFAサッカーA級コーチライセンス取得
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プロフィール（W-04）
【氏名】
広瀬 統一（ヒロセ ノリカズ）
【生年月日】
1974年（昭和49年）年12月30日（37歳）
【出身地】
兵庫県出身
【学歴】
1993 年

東京都立国際高校 卒業

1997 年

早稲田大学 卒業

2004 年

東京大学大学院 修了

【サッカー歴】
1990～1993 年

東京都立国際高校

1993～1997 年

早稲田大学稲穂キッカーズ

【指導歴】
1997～2006 年

読売日本サッカークラブ（現東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 1969）育成ﾁｰﾑﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ

2006～2008 年

早稲田大学スポーツ科学学術院 客員講師

2007～2008 年

名古屋グランパスエイトﾕｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｱﾄﾞｳﾞｧｲｻﾞｰ

2006 年～

JFA フィジカルフィットネスプロジェクト・メンバー

2008 年～

日本女子代表フィジカルコーチ

2009 年

早稲田大学スポーツ科学学術院 専任講師

2009～2010 年

京都サンガユースアカデミーコンディショニングアドヴァイザー

2010 年～

早稲田大学スポーツ科学学術院 准教授

2010 年～

ジェフユナイテッド市原・千葉ﾕｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｱﾄﾞｳﾞｧｲｻﾞｰ

【有資格】
2002 年

JFA サッカーC 級コーチライセンス取得

2004 年

日本体育協会公認アスレティックトレーナー
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プロフィール（W-05）
【氏名】
吉田 弘（ヨシダ ヒロシ）
【生年月日】
1958年（昭和33年）2月11日生（53歳）
【出身地】
静岡県出身
【学歴】
1976 年

静岡県立静岡工業高等学校 卒業

1980 年

法政大学 卒業

【サッカー歴】
1973～1976 年

静岡県立静岡工業高等学校

1976～1980 年

法政大学

1980～1989 年

古河電工

【指導歴】
1992～1994 年

清水エスパルス サテライト監督

1994 年

清水エスパルス トップチームコーチ

1995～1997 年

清水エスパルスサッカースクール スクールマスター

1995～2002 年

JFA ナショナルトレセンコーチ四国担当

1997～2005 年

常葉学園橘中学校 サッカー部監督

2003～2004 年

日本女子代表コーチ

2005～2006 年

JFA ナショナルトレセンコーチ ストライカープロジェクトリーダー

2006 年

JFA ナショナルトレセンコーチ四国担当

2006～2010 年

常葉学園橘高等学校 女子サッカー部監督

2007 年

U-16(FIFA U-17 女子 WC2008)日本女子代表監督

2008 年

U-17(FIFA U-17 女子 WC2008)日本女子代表監督

2009 年

U-16(FIFA U-17 女子 WC2010)日本女子代表監督

2010 年

U-17(FIFA U-17 女子 WC2010)日本女子代表監督

2011 年

U-16/U-19(FIFA U-17/U-20 女子 WC2012)日本女子代表監督

【有資格】
1992 年

JFA サッカーS 級コーチライセンス取得
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プロフィール（W-06）
【氏名】
本田 美登里（ホンダ ミドリ）
【生年月日】
1964年（昭和39年）11月16日生
【出身地】
静岡県出身
【学歴】
1983 年

清水市立商業高等学校 卒業

1987 年

国士館大学 卒業

【サッカー歴】
1977～1982 年

清水第八スポーツクラブ

1983～1992 年

読売ベレーザ

【指導歴】
1991～1993 年

読売ベレーザ プレーイングコーチ

1991～1993 年

読売メニーナ

1995 年

U-12 女子選抜（ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ）監督

1996 年

U-12 女子選抜（ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ）監督

1999 年

U-18 日本女子選抜コーチとして第 1 回 adidas Cup 参加

2000 年

U-18 日本女子選抜コーチとして第 2 回 adidas Cup 参加

2001 年

U-18 日本女子選抜監督代行として第 3 回 adidas Cup 参加
(財)日本サッカー協会主催サッカー教室 全国巡回指導

2001～2010 年

岡山湯郷 Belle 監督

2004～2010 年

岡山県成年女子国体チーム監督

2005 年

05’ユニバーシアード日本女子代表監督

2011 年～

U-19(FIFA U-20 女子 WC2012)日本女子代表コーチ

【有資格】
1997 年

JFA サッカーB 級コーチライセンス取得

1997 年

公認少年・少女指導員インストラクター取得

2001 年

JFA サッカーA 級コーチライセンス取得

2007 年

JFA サッカーS 級コーチライセンス取得
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プロフィール（W-07）
【氏名】
手塚 貴子（テヅカ タカコ）
【生年月日】
1970（昭和 45）年 11 月 6 日
【出身地】
栃木県出身
【学歴】
1989 年

東京都立稲城高等学校 卒業

1993 年

日本大学 卒業

【サッカー歴】
1989～1999 年

読売ベレーザ

【指導歴】
1994～1995 年

栃木県立馬頭高校サッカー部監督

2001～2002 年

ヴェルディサッカースクールコーチ

2001～2004 年

ＪＦＡウィメンズカレッジインストラクター

2001 年

U-16 日本女子選抜コーチ

2002 年

栃木県 U-12 女子選抜監督

2003 年

栃木県国体成年女子コーチ

2004～2010 年

ブランカフットボールクラブ監督

2005 年

U-19(FIFA U20 女子 WC2006)日本女子代表コーチ

2010 年

U-17(FIFA U20 女子 WC2010)日本女子代表コーチ

2011 年

栃木 SC アカデミーセンターコーチ
U19(FIFA U20 女子 WC2012)日本女子代表コーチ

【有資格】
2002 年

JFA サッカーB 級コーチライセンス取得（日体協公認 C 級コーチ）

2008 年

JFA サッカーA 級コーチライセンス取得
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プロフィール（W-08）
【氏名】
川島 透（カワシマ トオル）
【生年月日】
1970年（昭和45年）年6月4日（41歳）
【出身地】
大阪府出身
【学歴】
1989 年

金光第一高等学校 卒業

1993 年

中京大学 卒業

【サッカー歴】
1986～1989 年

金光第一高等学校

1989～1991 年

中京大学

1991～1995 年

松下電器産業株式会社サッカー部／パナソニック・ガンバ大阪

1996～1998 年

大塚 FC ヴォルテス徳島

【指導歴】
1998 年～

金光大阪高等学校 GK コーチ

1999 年～

枚方フジタＳＣ GK コーチ

2000 年～

スペランツァＦＣ高槻 GK コーチ

2001 年

U-16 日本女子選抜 GK コーチ

2001 年

ユニバーシアード日本女子代表 GK コーチ

2002～2006 年

日本女子代表 GK コーチ

2007 年～

U-17/U-20 日本女子代表 GK コーチ

【有資格】
2002 年

JFA サッカーC 級コーチライセンス取得
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プロフィール（W-09）
【氏名】
髙倉 麻子（タカクラ アサコ）
【生年月日】
1968年（昭和43年）年4月19日
【出身地】
福島県出身
【学歴】
1987 年

福島成蹊女子高等学校 卒業

1991 年

和光大学 卒業

【サッカー歴】
1981～1984 年

FC ジンナン

1985～1999 年

読売サッカークラブ ベレーザ

1999 年

松下パナソニックバンビーナ

2000 年

シリコンバレー・レッドデビルス（USA）

2001～2004 年

スペランツァ FC 高槻

【指導歴】
1994～1999 年

ヴェルディサッカースクール

2006 年

豊島園ママさんサッカースクール

2007 年

フットボールコミュニティサッカー、埼玉フットボールスクール

2007 年～

JFA ナショナルコーチングスタッフ

2007～2008 年

ナショナルトレセン コーチ [女子担当] 全体

2008 年

U-13 日本女子選抜 監督

2008 年

なでしこチャレンジプロジェクト 監督・コーチ

2009 年

ナショナルトレセン コーチ [女子担当] 関東

2009 年

JFA エリートプログラム [女子] 監督

2009 年

U-14 日本女子選抜 監督

2009 年

U-16 日本女子代表 コーチ

2009 年

なでしこチャレンジプロジェクト コーチ

【有資格】
2011 年

JFA サッカーS 級コーチライセンス取得

2011 年

アジアサッカー連盟女子 A 級コーチ
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