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令和 3 年度 神⼾市サッカー協会 指導者講習会 

初級コース 追加受講者決定のお知らせ 

 

⽇頃は神⼾市サッカー協会、技術部活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

首題の件、各団より 89 名もの申込みがあり調整させていただき 1 開催当たりの定員を 65 名まで増員 

いたしました。当初ホームページのみの案内としておりましたが、こちらで確認いただき追加申込みを

お願いします。 追加受講の方は下記 QR コードを読み取り送信ください。この送信を終えて申込完了と

なります。なお、8 ⽉ 31 ⽇ 20：00 までにお申し込みのない方は受講資格失効とさせていただきます。 

※誠に申し訳ありませんが、団内での受講者の入替については応じることはできませんのでご了承くだ

さい。 

追加受講決定された方のみお申込みください。  

（受講確定者は申込みの必要ありません） 

 

 

 

 

その他 第 1 回・第 2 回受講の方全ての方へ 

 受講の詳細（講義受講方法・入金・会場使用の注意・政府発出の要請等についてなど）は 

個別のお知らせは⾏いません。9 ⽉ 1 ⽇に HP にアップしますので必ず各自で確認ください。 

ご確認漏れによる不利益について、対応いたしかねますので、必ず各自でご覧いただき 

ご準備願います。 

 

問合せ先 tech-info@kobe-fa.gr.jp 初級講習担当 ⾚尾 

 



 

青字№の方は QR を済ませないと受付完了とはなりません。 

№ 氏名 フリガナ 性別 所属 № 氏名 フリガナ 性別 所属

1 新山 智章 ニイヤマ　トモアキ 男性 井吹台SC 1 武島 聡 タケシマ　サトシ 男性 井吹台SC

2 坂本 信和 サカモト　ノブカズ 男性 井吹台SC 2 青井 洋平 アオイ　ヨウヘイ 男性 神戸コスモFC

3 河本 紘和 カワモト　ヒロカズ 男性 井吹台SC 3 平谷 伊智朗 ヒラタニ　イチロウ 男性 神戸コスモFC

4 水野 雅人 ミズノ　マサト 男性 井吹台SC 4 大西 庸介 オオニシ　ヨウスケ 男性 西神中央FC

5 益田 毅彦 マスダ　タケヒコ 男性 神戸コスモFC 5 佐藤 泰介 サトウ　タイスケ 男性 鹿の子台FC

6 塚原 秀也 ツカハラ　シュウヤ 男性 新多聞SC 6 大森 誠 オオモリ　マコト 男性 押部FC

7 松本 亮 マツモト　リョウ 男性 神戸コスモFC 7 為石 一昭 タメイシ　カズアキ 男性 井吹台SC

8 梅田 俊介 ウメダ　シュンスケ 男性 有野SC 8 桑原 晋弥 クワハラ　シンヤ 男性 須磨ナイスSC

9 井若 孝彰 イワカ　タカアキ 男性 東舞子SC 9 中村 友紀 ナカムラ　トモキ 男性 高羽FC

10 足立 健二 アダチ　ケンジ 男性 新多聞SC 10 村上 茂 ムラカミ　シゲル 男性 灘JFC

11 有持 博昭 アリモチ　ヒロアキ 男性 須磨ナイスSC 11 木村 雄一 キムラユ　ウイチ 男性 北五葉SC

12 加治木 雄介 カジキ　ユウスケ 男性 有瀬SC 12 皐月 大輔 サツキ　ダイスケ 男性 井吹台ＳＣ

13 黒田 將之 クロダ　カツユキ 男性 板宿SC 13 芦田 和之 アシダカ　ズユキ 男性 井吹台SC

14 山﨑 貴志 ヤマサキ　タカシ 男性 井吹台SC 14 野田 誠二 ノダ　セイジ 男性 鹿の子台FC

15 平野 誠 ヒラノ　マコト 男性 板宿SC 15 森 吉弘 モリ　ヨシヒロ 男性 新多聞SC

16 名倉 元気 ナグラ　ゲンキ 男性 つつじが丘FS 16 小出 昇平 コイデ　ショウヘイ 男性 みさきＦＣ

17 藤本 卓 フジモト　タク 男性 学園FC 17 峰山 雄気 ミネヤマ　ユウキ 男性 井吹台SC

18 北澤  慶太 キタザワ　 ケイタ 男性 須磨ナイスSC 18 佐藤 久愛 サトウ　ヒサノリ 男性 鶴甲SC

19 筧 雅雄 カケヒ　マサオ 男性 押部FC 19 田中 カオル タナカ　カオル 女性 夢野の丘SC

20 今石 雄介 イマイシ　ユウスケ 男性 神戸コスモFC 20 松浦 宏紀 マツウラ　ヒロキ 男性 神戸コスモFC

21 清水 俊弘 シミズ　トシヒロ 男性 高羽FC 21 田中 良央 タナカヨ　シヒロ 男性 学園FC

22 増吉 諒二 マスヨシ　リョウジ 男性 板宿SC 22 西岡 智則 ニシオカ　トモノリ 男性 井吹台SC

23 福井 義典 フクイ　ヨシノリ 男性 神戸コスモFC 23 吉田 雄馬 ヨシダ　ユウマ 男性 井吹台SC

24 谷 龍太 タニ　リョウタ 男性 高羽FC 24 戎 智史 エビス　サトシ 男性 つつじが丘FS

25 東海林 純平 ショウジ　ジュンペイ 男性 つつじが丘FS 25 結城 大介 ユウキ　ダイスケ 男性 井吹台SC

26 牧 繁行 マキ　シゲユキ 男性 所属なし 26 松下 範昭 マツシタ　ノリアキ 男性 井吹台SC

27 海野 誠一郎 ウミノ　セイイチロウ 男性 つつじヶ丘FS 27 藤田 哲旨 フジタ　ノリヨシ 男性 押部FC

28 北村 昌史 キタムラ　マサシ 男性 鹿の子台FC 28 佐藤 義邦 サトウ　ヨシクニ 男性 学園FC

29 岩下 克彦 イワシタ　ヨシヒコ 男性 有瀬SC 29 魚家 理 ウオヤ　サトル 男性 板宿SC

30 小林 仁 コバヤシ　ヒトシ 男性 学園FC 30 谷牛 義幸 ヤギュウ　ヨシユキ 男性 つつじが丘FS

31 大谷 哲也 オオタニ　テツヤ 男性 有瀬SC 31 大谷 真生 オオタニ　マコト 男性 学園FC

32 渡邊 聡 ワタナベ　サトシ 男性 灘JFC 32 城山 将臣 シロヤマ　マサオミ 男性 北五葉SC

33 白川 喜年 シラカワ　ヨシトシ 男性 アレグラッソ神戸MW 33 天野 博之 アマノ　ヒロユキ 男性 北五葉SC

34 三冨士 勝貴 ミフジ　カツキ 男性 神戸コスモFC 34 北原 大也 キタハラ　ヒロヤ 男性 学園FC

35 居波 恵太 イナミ　ケイタ 男性 西灘ＦＣ 35 角 大輔 スミ　ダイスケ 男性 北五葉SC

36 炭野 嘉紘 スミノ　ヨシヒロ 男性 王子FC 36 安藤 義武 アンドウ　ヨシタケ 男性 井吹台SC

37 秦 康次郎 ハタ　コウジロウ 男性 井吹台SC 37 足立 精司 アダチ　セイジ 男性 板宿SC

38 武野 雄児 タケノ　ユウジ 男性 若草少年SC 38 石井 直希 イシイ　ナオキ 男性 井吹台SC

39 森次 晃大 モリツグ　コウダイ 男性 有瀬SC 39 置塩 直己 オキシオ　ナオキ 男性 神の谷FC

40 衣笠 智之 キヌガサ　トモユキ 男性 西神中央FC 40 藤本 純一 フジモト　ジュンイチ 男性 多聞台SC

41 田中 慶一 タナカ　ケイイチ 男性 神戸コスモFC 41 田村 紘一 タムラ コウイチ 男性 神の谷FC

42 田邊 純 タナベ　ジュン 男性 西神中央FC

43 松本 照人 マツモト　テルヒト 男性 みさきFC

44 井貫 正紀 イヌキ　マサノリ 男性 東舞子SC 42 若山 年郎 ---- -- みさきFC 

43 芦田 淳 ---- -- 西灘FC

44 岡橋 正幸 ---- -- 灘JFC

45 谷井 幸介 ---- -- 神戸コスモFC 45 木村 義雄 ---- -- 鶴甲SC

46 萩原 祐至 ---- -- 神戸コスモFC 46 堀江 歩 ---- -- 小部キッズFC

47 岡田 健児 ---- -- みさきFC 47 橋本 栄蒔郎 ---- -- 押部FC 

48 小比賀 正 ---- -- 西灘FC 48 林 剛史 ---- -- 鹿の子台FC

49 村上 茂 ---- -- 灘JFC 49 阿部 貴也 ---- -- 多井畑FC

50 大濱 力 ---- -- 箕谷SC 50 芝山 和裕 ---- -- 西須磨SC 

51 志智 浩 ---- -- 箕谷SC 51 谷垣 智也 ---- -- 横尾SC

52 石垣 憲一 ---- -- 小部キッズFC 52 大野 翼 ---- -- SVIC FA 

53 橋本 穣太郎 ---- -- 押部FC 53 本多 大造 ---- -- 東舞子SC

54 竹内 一希 ---- -- FCウイングス 54 三坂 清治 ---- -- つつじが丘FS

55 猪多 善之 ---- -- 多井畑FC 55 金井 大輔 ---- -- 神出SC

56 藤原 巧翔 ---- -- 西須磨SC 56 喜國 義行 ---- -- 西神中央FC

57 田中 智文 ---- -- だいちSC 57 上林 弘幸 ---- -- 学園FC 

58 金村 守 ---- -- SVIC FA 58 仙藤 大貴 ---- -- 多聞台SC

59 谷田 多右 ---- -- 東舞子SC 59 安部 喜博 ---- -- 多聞台SC

60 松村 雅弘 ---- -- つつじが丘FS 60 石田 宗宏 ---- -- 井吹台SC

61 橋本 栄二 ---- -- 西神中央FC 61 藤原 孝哲 ---- -- 有瀬SC

62 小林 毅大 ---- -- 井吹台SC 62 小椋 和昭 ---- -- 有瀬SC

63 齋藤 誠 ---- -- FC玉津 63 石垣 信美 ---- -- FC玉津

64 白波瀬 圭市 ---- -- 千代が丘SC 64 基 利春 ---- -- 千代が丘SC

65 古川 優 ---- -- ロヴェスト神戸 65 西村 圭司 ---- -- ロヴェスト神戸

第1回　10月10日　開催分　受講者

以下、追加で受講できる方

第2回　11月3日　開催分　受講者

以下、追加で受講できる方


