
令和4年度第2回指導者講習会初級コース　受講生リスト　

№ 氏名 フリガナ 性別 所属地区 団名 № 氏名 フリガナ 性別 所属地区 団名

1 佐伯　雄大 サエキ　タカヒロ 男性 東地区 神戸コスモFC 41 中元　栄治 ナカモト　エイジ 男性 東地区 灘JFC

2 白菊時輔 シラギクトキホ 男性 東地区 本庄FC 42 片山進也 カタヤマシンヤ 男性 南地区 駒ヶ林FC

3 坂本勇太 サカモトユウタ 男性 南地区 高倉台SC 43 渡邊由和 ワタナベヨシカズ 男性 西地区 井吹台SC

4 岸本健太郎 キシモトケンタロウ 男性 西地区 新多聞SC 44 藤井さち代 フジイサチヨ 女性 南地区 須磨ナイスサッカークラブ

5 近谷　優介 チカタニ　ユウスケ 男性 西地区 西神中央FC 45 加藤　義智 カトウ　ヨシトモ 男性 東地区 王子FC

6 甲田　知久 コウダ　トモヒサ 男性 東地区 王子FC 46 川崎雄司 カワサキユウジ 男性 西地区 千代が丘SC

7 澤田篤志 サワダアツシ 男性 北地区 鹿の子台FC 47 芝田一郎 シバタイチロウ 男性 東地区 FC成徳

8 溝口　千誠 ミゾグチ　チアキ 男性 西地区 有瀬FC 48 中野俊彦 ナカノトシヒコ 女性 西地区 新多聞ＳＣ

9 山田　篤史 ヤマダ　アツシ 男性 北地区 アスコットフットボールアカデミー 49 倉本久嗣 クラモトヒサシ 男性 西地区 学園FC女子

10 来原 覚 キハラ サトル 男性 北地区 箕谷SC 50 齋藤　円 サイトウ　マドカ 男性 東地区 王子FC

11 大森裕章 オオモリヒロアキ 男性 北地区 箕谷SC 51 田中成昭 タナカナリアキ 男性 南地区 須磨ナイスサッカークラブ

12 原田　貴広 ハラダ　タカヒロ 男性 西地区 学園FC 52 岡崎　達郎 オカザキ　タツオ 男性 西地区 井吹台SC

13 遠藤尚孝 エンドウナオタカ 男性 西地区 学園FC 53 松木一也 マツキカズヤ 男性 東地区 コスモFC

14 原田　啓介 ハラダ　ケイスケ 男性 北地区 アスコットフットボールアカデミー 54 宮本　良一 ミヤモト　リョウイチ 男性 西地区 西神中央FC

15 藤本高徳 フジモトタカノリ 男性 北地区 鹿の子FC 55 野口慶太 ノグチケイタ 男性 西地区 西神中央フットボールクラブ

16 大村元範 オオムラモトノリ 男性 東地区 なぎさFC 56 林貴士 ハヤシタカシ 男性 北地区 夢野の丘SC

17 中川崇史 ナカガワタカシ 男性 北地区 鹿の子台FC 57 アハマ　アブドゥル　カリム アハマ　アブドゥル　カリム 男性 東地区 三宮FC

18 小坂泰輔 コサカタイスケ 男性 北地区 押部FC 58 森實　愛 モリザネ　アイ 女性 南地区 須磨ナイスサッカークラブ

19 村上聖司 ムラカミ　セイジ 男性 東地区 本庄FC 59 西田　賢治 ニシダ　ケンジ 男性 東地区 王子fc

20 二宮尉彰 ニノミヤヤスアキ 男性 北地区 箕谷SC 60 磯部　佳秀 イソベ　ヨシヒデ 男性 西地区 井吹台SC

21 鳥海亮太 トリウミリョウタ 男性 西地区 井吹台サッカークラブ 61 立石　龍仁 タテイシ　リュウジ 男性 西地区 井吹台SC

22 笹井政伸 ササイマサノブ 男性 南地区 駒ヶ林fc 62 野中伸一朗 ノナカシンイチロウ 男性 西地区 新多聞SC

23 谷口 裕亮 タニグチ ヒロアキ 男性 北地区 箕谷サッカークラブ 63 川岸 健二 カワギシ ケンジ 男性 西地区 有瀬SC

24 井上　学 イノウエ　マナブ 男性 南地区 西須磨SC

25 森本　裕太 モリモト　ユウタ 男性 北地区 箕谷SC

26 近藤義延 コンドウ　ヨシノブ 男性 北地区 箕谷SC ご注意

27 松岡　智郁 マツオカ　トモフミ 男性 北地区 箕谷SC ※　皆様が入力されたものを反映しておりますので修正はしておりませんので誤記入があれば

28 坂本栄治 サカモトエイジ 男性 東地区 神戸コスモFC      お問合せ先の方へメールでお知らせください。

29 森　朗 モリ　アキラ 男性 東地区 神戸コスモFC ※　ご都合により受講できない場合もできるだけ早くメールにてお知らせください。

30 二之宮浩士 ニノミヤコウジ 男性 西地区 有瀬SC

31 高嶋　勇作 タカシマ　ユウサク 男性 西地区 西神中央FC ※　辞退者がありましたら随時、追加の連絡をさせて頂きます。

32 崎久保　裕介 サキクボ　ユウスケ 男性 東地区 王子FC ※　受講の可否についての最終連絡は10月初旬ごろにメールで案内します。

33 大村　拓匡 オオムラ　タクマサ 男性 北地区 箕谷SC

34 黒川大樹 クロカワヒロキ 男性 東地区 王子FC

35 三浦　テルオ ミウラ　テルオ 男性 北地区 日本 お問合せ先 tech-info@kobe-fa.gr.jp　　担当 赤尾

36 亀谷直也 カメタニナオヤ 男性 南地区 西須磨SC

37 安妻和幸 アヅマ カズユキ 男性 北地区 箕谷SC

38 塩見 明 シオミ アキラ 男性 東地区 東灘少年サッカー団

39 古賀　貴 コガ　タカシ 男性 西地区 学園FC

40 細井直樹 ホソイナオキ 男性 北地区 小部キッズ
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