
2014年度第3回D級コーチ養成講習会受講者名簿

1 青木 亮人 ｱｵｷ ｱｷﾋﾄ 男 大谷東ＦＣ

2 阿久津 路彦 ｱｸﾂ ﾐﾁﾋｺ 男 宇大附属ＳＳＳ

3 阿久津 善昭 ｱｸﾂ ﾖｼｱｷ 男

4 阿部 浩 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 男 津田ＦＣ

5 飯田 秋二 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 男 西原ＦＣ

6 飯田 俊彦 ｲｲﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 男 さくらボンディボーラ

7 大塚 春宜 ｵｵﾂｶ ﾊﾙｷ 男 ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

8 岡部 一法 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 男

9 小野田 真 ｵﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 男 宇都宮市立古里中学校

10 川村 展弘 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 男 栃木ジュニオール

11 菊地 健之 ｷｸﾁ ﾀｹｼ 男 日新ＪＦＣユナイテッド

12 木村 朋博 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 男 大谷東ＦＣ

13 草葉 史明 ｸｻﾊﾞ ﾌﾐｱｷ 男 大沢・南原ＦＣ

14 栗原 崇 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ 男 ＦＣ　朱雀(佐野）

15 小林 昂太 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 男 下野ＦＣレッドスター

16 斎藤 紀和 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 男 アルシオーネＪｒ

17 坂本 一也 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 男 上松山クラブ

18 坂本 剛志 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ 男 栃木ジュニオール

19 佐藤 憲司 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 男 ＦＣグランディール宇都宮

20 佐藤 定幸 ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾕｷ 男 岡本北ＳＳＳ

21 塩澤 保利 ｼｵｻﾞﾜ ﾔｽﾄｼ 男 市野沢ＦＣ

22 新保 達夫 ｼﾝﾎﾞ ﾀﾂｵ 男 大沢・南原ＦＣ

23 鈴木 拓海 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 男 矢板ＦＣアローズ

24 角山 陽郎 ｽﾐﾔﾏ ﾊﾙｵ 男 国本ＪＳＣ

25 関口 和也 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 男 栃木ジュニオール

26 髙田 裕一 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男

27 髙橋 繁夫 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ 男 プラウト栃木ＦＣ

28 高畑 直之 ﾀｶﾊﾀ ﾅｵﾕｷ 男

29 髙山 晋 ﾀｶﾔﾏ ｽｽﾑ 男 宮っ子サッカーアカデミー

30 田﨑 政美 ﾀｻｷ ﾏｻﾐ 男 国本ＪＳＣ

31 田代 治 ﾀｼﾛ ｵｻﾑ 男 ＦＣ　ＳＦＩＤＡ

32 辰本 信哉 ﾀﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾔ 男 大谷北ＦＣ

33 田中 豪 ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 男 ＦＣみらい

34 谷﨑 高重 ﾀﾆｻﾞｷ ﾀｶｼｹﾞ 男 ブラットレスＳＣ

35 出口 泰英 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ 男

36 手塚 裕介 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 男 富士見ＳＳＳ

37 時庭 国彦 ﾄｷﾆﾜ ｸﾆﾋｺ 男

38 永田 謙太郎 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男 姿川中央サッカークラブ

39 仁平 功治 ﾆﾍｲ ｺｳｼﾞ 男 ＨＦＣ．ＺＥＲＯ

40 根本 将大 ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男 Ｈ．ＦＣ　ＺＥＲＯ真岡

41 野口 大介 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 男 河内ＳＣジュベニール

42 野原 学 ﾉﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ 男 栃木ウーヴァＦＣ

43 福田 修二 ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 男 市野沢ＦＣ

44 福田 隆 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ 男 薄葉ＦＣ

45 船山 雅昭 ﾌﾅﾔﾏ ﾏｻｱｷ 男 槻沢ＦＣ

46 細島 浩治 ﾎｿｼﾏ ｺｳｼﾞ 男 Ｈ．ＦＣ　ＺＥＲＯ真岡

47 松舘 主也 ﾏﾂﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾔ 男 大谷北ＦＣ

48 松林 希邦 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｸﾆ 男 大桑アヴェンダ

49 御子貝 久 ﾐｺｶﾞｲ ﾋｻｼ 男 茂木ＦＣ

50 皆川 真也 ﾐﾅｶﾜ ｼﾝﾔ 男 ＦＣ西那須２１アストロ

51 本島 順一 ﾓﾄｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男

52 八木沢 和朗 ﾔｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｱｷ 男 西原ＦＣ

53 山神 雅也 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 男 ＦＣ　ＷＩＮＳ

54 吉澤 昌彦 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 男 日新ＪＦＣユナイテッド

55 渡部 博道 ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ 男 ＦＣ　ＷＩＮＳ

56ＰＥＤＲＥＲＯＳ　ＶＩＬＬＡＮＵＥＶＡ　ＭＯＩＳＥＳ 男
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