
「第11回栃木フットボールカンファレンス(Ｄ
級コーチリフレッシュ研修及び一般参加
者）」への参加申し込みについて

期日までに申し込みをされた方は全員受講できます。お名
前を掲載いたしますのでご確認下さい。



菊地　豪 キクチヒデオ 福田　純一 フクダジュンイチ 関口　友展 セキグチトモノブ
篠原　光広 シノハラミツヒロ 伊東　睦曜 イトウモトアキ 東　洋祐 ヒガイヨウスケ
石塚　政行 イシヅカマサユキ 永嶋　修 ナガシマオサム 廣田　裕二 ヒロタユウジ
生井　誠一 ナマイセイイチ 田中　今達 タナカイマタツ 西川　丈晴 ヒシカワタケハル
渡邊　和男 ワタナベカズオ 日向野　佳幸 ヒガノヨシユキ 片山　誠 カタヤママコト
加藤　孝文 カトウタカブミ 前田　勇 マエダイサム 青柳　浩幸 アオヤギヒロユキ
今泉　好雄 イマイズミヨシオ 岡田　浩之 オカダヒロユキ 髙橋　勝宏 タカハシカツヒロ
坂部　真 サカベマコト 田村　剛士 タムラツヨシ 石井　徹 イシイトオル
若林　繁樹 ワカバヤシシゲキ 武井　芳教 タケイヨシノリ 久米　洋司 クメヨウジ
加藤　宏泰 カトウヒロヤス 加藤　憲男 カトウノリオ 三澤　邦彰 ミサワクニアキ
蓮実　洋倫 ハスミヒロミチ 金子　英男 カトウヒデオ 豊福　充夫 トヨフクミツオ
横須賀　崇 ヨコスカタカシ 須藤　浩司 スドウコウジ 廣瀬　誠 ヒロセマコト
冨永　章広 トミナガタカヒロ 加藤　猛 カトウタケシ 千葉　剛 チバツヨシ
高橋　政三 タカハシマサミ 村上　義隆 ムラカミヨシタカ 塩澤　行弘 シオザワユキヒロ
櫻井　忠 サクライタダシ 佐藤　康隆 カトウヤスタカ 和久　朋由 ワクトモヨシ
樋口　友和 ヒグチトモカズ 山本　英雄 ヤマモトヒデオ 大森　賢史 オオモリサトシ
塩澤　馨 シオザワカオル 福田　哲也 フクダテツヤ 暮井　昌之 クレイマサユキ
片岡　幸夫 カタオカユキオ 井上　實 イノウエミノル 長谷　充 ナガヤミツル
岡村　達弥 オカムラタツヤ 五月女　考司 ソウトメコウジ 板垣　喜充 イタガキヨシミツ
橋本　恭 ハシモトヤスシ 荒井　達也 アライタツヤ 中島　伸幸 ナカジマノブユキ
島田　弘幸 シマダヒロユキ 青木　和也 アオキカズヤ 斉藤　充雄 サイトウミツオ
柳原　守 ヤナギハラマモル 石岡　美智雄 イシオカミチオ 武井　政之 タケイマサユキ
田口　隆周 タグチ　 大手　英之 オオテヒデユキ 桜井　靖志 サクライヤスシ
森山　陽市 モリヤマヨウイチ 毛塚　俊充 ケヅカトシミツ 渡辺　学 ワタナベマナブ
平井　享紀 ヒライユキノリ 太田　稔之 オオタトシユキ 金田　伸彦 カネダノブヒコ
北村　健 キタムラタケシ 出島　陽亮 デジマヨウスケ 大山　明夫 オオヤマアキオ
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北村　健 キタムラタケシ 出島　陽亮 デジマヨウスケ 大山　明夫 オオヤマアキオ
赤羽　薫 アカバカオル 日下田　茂夫 ヒゲタシゲオ 小林　正利 コバヤシマサトシ
折笠　正敏 オリガサマサトシ 須賀　竜也 スガリュウヤ 大山　治夫 オオヤマハルオ
渡邊　惠一 ワタナベケイイチ 氷室　康一 ヒムロコウイチ 稲田　一雅 イナダカズマサ
石川　順一 イシカワジュンイチ 和田　智之 ワダトモユキ 田谷野　実 タヤノミノル
山本　高良 ヤマモトタカヨシ 荒井　和彦 アライカズヒコ 藤本　豊 フジモトユタカ
竹澤　勉 タケザワツトム 岡本　章男 オカモトアキオ 飯田　忠之 イイダタダユキ
岡本　悦夫 オカモトエツオ 加藤　真 カトウマコト 高庄　忠明 タカショウタダアキ
関谷　哲志 セキヤテツシ 廣瀬　昌男 ヒロセマサオ 野口　宏幸 ノグチヒロユキ
沼尾　勝美 ヌマオカツミ 日和田　雅行 ヒワタマサユキ 西村　雅永 ニシムラマサノリ
斉藤　良次 サイトウリョウジ 大西　健二 オオニシケンジ 小池　幸弘 コイケユキヒロ
土橋　仁 ドバシヒトシ 久保田　和之 クボタカズユキ 中山　孝司 ナカヤマコウジ
五味田　一弘 ゴミタカズヒロ 池畑　泰久 イケハタヤスヒサ 鈴木　紀男 スズキノリオ
永田　博保 ナガタヒロヤス 吉田　学 ヨシダマナブ 平間　雅行 ヒラママサユキ
阿久津　清孝 アクツキヨタカ 渡邊　真一 ﾜﾀﾅﾍﾞｼﾝｲﾁ 相田　和幸 アイダカズユキ
鈴木　理 スズキオサム 長　浩 チョウヒロシ 坂入　博 サカイリヒロシ
深山　幹夫 ミヤマミキオ 飯原　征敏 イイハラマサトシ 大野　博史 オオノヒロシ
阿久津　大樹 アクツヒロキ 小川　明彦 オガワアキヒコ 下山　浩 シモヤマヒロシ
仲井　健二 ナカイケンジ 豊田　和幸 トヨダカズユキ 菅谷　訓 スガヤサトシ
土谷　豪児 ツチヤコウジ 鈴木　隆 スズキタカシ 髙橋　健二 タカハシケンジ
斉藤　貴之 サイトウタカユキ 茂木　一妃 モテギカズキ 坂本　宜凡 サカモトヨシカズ
星　育男 ホシイクオ 中山　斉 ナカヤマ 加藤　明夫 カトウアキオ
常松　浩一 ツネマツコウイチ 鈴木　聖子 スズキショウコ 郡司　喜夫 グンジヨシオ
高久　洋 タカクヒロシ 高橋　一之 タカハシカズユキ 藤田　大樹 フジタダイキ
金田　道宙 カネダミチヒロ 青木　学 アオキマナブ 天貝　浩二 アマガイコウジ
小林　秀行 コバヤシヒデユキ 吉田　稔里 ヨシダナルノリ 髙野　史寛 タカノフミヒロ
野中　克洋 ノナカカツヒロ 大島　裕美 オオシマヒロミ 花坂　武士 ハナサカタケシ
中里　良浩 ナカザトヨシヒロ 神山　英雄 カミヤマヒデオ


