
（協議）資料№（協議）資料№（協議）資料№（協議）資料№4444    
2012.2.9 

1 

＜更新＞プロフィール 

 

  ●氏  名： 木島 栄（きじま さかえ） 

●生年月日： 1958 年 8月 1 日 （53 歳） 

  ●審 判 歴： 1991 年～2008 年 1 級審判員 

●有 資 格： 2009 年～1級審判インストラクター 

 

  ●氏  名： 伊藤 力喜雄(いとう りきお) 

  ●生年月日： 1957 年 8月 19 日 (54 歳) 

●審 判 歴： 1991 年～2007 年 1級審判員 

●有 資 格： 2008 年～1級審判インストラクター 

 

  ●氏  名： 谷内 浩仁（たにうち こうじ） 

  ●生年月日： 1957，10，11（54 歳） 

  ●審 判 歴： 1989 年～2007 年１級審判員 

  ●有 資 格： １級審判インストラクター 

公認 C級コーチ 

 

  ●氏  名：上荒 敬司（かみあら けいじ） 

  ●生年月日： 1959 年 4月 22 日(52 歳) 

  ●審 判 歴： 1994～2009 級審判員(1997 年～2005 年国際審判員) 

  ●有 資 格： 1 級インストラクター・4級審判員  

 

  ●氏  名：植村 久（うえむら ひさし） 

  ●生年月日： 1950 年 5 月 22 日 （61 歳） 

  ●審 判 歴： 1985 年～1993 年１級審判員（1993 年 Ｊリーグ審判） 

  ●有 資 格： 2001 年～日本審判インスペクター 

         2008 年～サッカー１級審判インストラクター／アセッサー 

 

  ●氏  名：遠山昭仁（とおやま あきひと） 

  ●生年月日： 1955 年 7月 9 日（56 歳） 

  ●審 判 歴： 1984 年～2010 年 2級審判員 

  ●有 資 格： 2010 年～1級インストラクター 
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  ●氏  名： 土本 泰 （つちもと やすし） 

  ●生年月日： 1957 年 5月 13 日（54 歳） 

  ●審 判 歴： 1989 年～2003 年 サッカー１級審判員 

  ●有 資 格： サッカー１級審判インストラクター 

 

  ●氏  名： 三宅 毅（みやけ つよし） 

  ●生年月日： 1955 年 11 月 23 日（56歳） 

●審 判 歴： 1990 年～2005 年 1 級審判員 

  ●有 資 格： 2008 年～1級審判インストラクター 

 

  ●氏  名： 辺見 康裕（へんみ やすひろ） 

  ●生年月日： 1958 年 2月 9 日（54 歳） 

  ●審 判 歴： 1990 年～2007 年 1級審判員 （1997 年～1999 年国際審判員） 

  ●有 資 格： 2008 年～ １級審判インストラクター 

         2009 年～ Ｓ級審判インストラクター 

 

  ●氏  名： 山西 博文（やまにし ひろふみ） 

  ●生年月日： 1963 年 6 月 22 日（48 歳） 

●審 判 歴： 1997 年～2009 年１級審判員（2002 年～2007 年国際審判員） 

●有資格：  2010 年～1級インストラクター 

公認 B級指導者資格取得 

 

  ●氏  名： 河野  暁（かわの さとる） 

  ●生年月日： 1956 年 1月 2 日（56 歳） 

  ●審 判 歴： 1988 年～2005 年 １級審判員 

●有 資 格： 2008 年～1級インストラクター  

 

  ●氏  名： 原田秀昭（はらだ ひであき） 

  ●生年月日： 1959 年 9月 13 日生（52歳） 

  ●審 判 歴： 1988 年～2007 年１級審判員（1997 年～2002 年国際審判員 ） 

  ●有 資 格： ２００８年４月～ １級審判インストラクター 
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＜新規＞プロフィール 

 

  ●氏  名： 濱名 哲也(はまな てつや) 

 

  ●出 身 地： 群馬県高崎市 

 

  ●生年月日： 1953 年 1月 5 日（59 歳） 

 

  ●最終学歴： 日本体育大学卒業 

 

  ●職  歴： 埼玉県高等学校教諭 1978 年～ 

 

  ●ｻｯｶｰ歴： 大宮市立宮原中学 

大宮北高校 

日本体育大学 

埼玉県教員サッカークラブ  

 

  ●審 判 歴： １級審判員（1988 年～2003 年）・国際副審（1993 年～1998 年） 

 

  ●有 資 格： S 級審判インストラクター 

 

  ●サッカー協会役員歴：埼玉県サッカー協会評議員 

埼玉県サッカー協会規律委員 

埼玉県サッカー協会審判委員会 副委員長 

埼玉県サッカー協会審判委員会 指導部長 

関東サッカー協会審判委員会 指導副部長 

関東サッカー協会審判委員会 インストラクター部長 

日本サッカー協会審判委員会 育成部部員 

    

 


