
役　職 氏　名 担当業務 所　属(備考)

技術委員長 市川　重明 委員会総括責任者 岐阜工業高校

副委員長(指導者養成部長) 北川　充弘 委員長補佐（指導者養成担当） 川崎重工

副委員長(強化部長) 古川　竜秋 委員長補佐（国体強化担当） 揖斐高校

副委員長(ユース育成部長) 金森　康二 委員長補佐（ユース育成担当） 加茂高校

顧問（FA副会長） 森　進一 相談役 各務原市教育委員会

顧問（FA専務理事） 尾関　孝昭 相談役 (一財)岐阜県サッカー協会

1種委員長 高橋　誠 川崎重工

大学連盟代表 寺田　亮太 岐阜経済大学

1種技術部長 勝野　正之 イビデンキャリアテクノ

2種委員長 下野　善範 種別の意見集約と委員会事業展開他　U16東海L、PL運営補助 羽島北高校

2種クラブ連盟代表 三田　光 種別の意見集約と委員会事業展開・Jリーグとの協働他 FC岐阜U18

2種技術部長 古川　竜秋 2種TC(U16/17)の育成強化と3種TCとの連携強化

3種委員長 窪田　清文 種別の意見集約と委員会事業展開他 池田中学

3種クラブ連盟代表 野村　次郎 種別の意見集約と委員会事業展開他 FCV

3種技術部長 永瀬　直哉 3種TCと4種TCの連携強化・3種地区TCスタッフの掌握 笠松中学

4種委員長 渋谷　康充 種別の意見集約と委員会事業展開他 加納西少年団

4種クラブ連盟代表 中川　勝也 種別の意見集約と委員会事業展開他 K-GP

4種技術部長 小野木　正勝 4種TCと3種TCの連携強化・4種地区TCスタッフの掌握 蘇原第一スポーツ少年団

女子委員長 堂本　雅史 種別の意見集約と委員会事業展開他

女子クラブ連盟代表 (堂本　雅史) 種別の競技力向上に関する事業展開他

女子技術部長 高橋　悦郎 女子TCと国体女子育成・強化に関わる コパンSC(帝京大可児高校)

キッズ委員長 池田　卓也 種別の意見集約と委員会事業展開他 昭和小学校

キッズ技術部長 平松　宗勝 4種TCとの連携強化・エリートプログラムの展開他 アウトラインFC

GKプロジェクトリーダー 馬渕　圭太 県内各地域でのGK養成に関わる事業展開他 岐阜西SC

審判委員会代表 荒川　吉郎 フェアでタフな戦いを目指す上での審判委員会情報発信 岐阜県審判委員会

強化部長(技術副委員長) 古川　竜秋 国体強化に関わる情報収集・強化方針・戦力分析など強化につながる事業全般

成年男子強化担当 勝野　正之
成年女子強化担当(監督) 今津　剛 羽島北高校

少年男子強化担当(監督) 小酒井　啓人 加茂農林高校

1種技術部長 高橋　誠 選手情報・強化方針 川崎重工

大学連盟代表 寺田　亮太 選手情報・強化方針 岐阜経済大学

2種技術部長 （古川　竜秋） 選手情報・強化方針

女子技術部長 高橋　悦郎 選手情報・強化方針

ユース育成部長 金森　康二 県内育成状況ならびに技術、戦術分析、FAユース部統括

ユースダイレクター 大野　聖吾 JFA育成部との協議ならびに県内育成事業の掌握、事業提案他 大垣工業高校

U17育成・強化担当 杉山　貴昭 U17/U16/U15年代強化に関わる事業他 大垣西高校

U14育成・強化担当 永瀬　直哉
クラブ育成・強化担当 服部　洋一 Rise United

U12育成・強化担当 小野木　正勝
女子育成・強化担当 髙橋　悦郎
キッズエリート担当 平松　宗勝 U10キッズエリートプログラム・企画・運営・4種TCとの連携

GKプロジェクト育成・強化担当 馬渕　圭太 県内・東海GKプロジェクト企画・運営 岐阜西SC

指導者養成担当 北川　充弘 TCコーチ養成に関わる事業

岐阜地区ユースダイレクター 谷　雄策 地区内の4種・3種（・女子）を含むTC活動の計画と実施 穂積小学校

西濃地区ユースダイレクター 高田　樹宜 地区内の4種・3種（・女子）を含むTC選手の掌握 大垣西中学

中濃地区ユースダイレクター(TSGチーフ) 吉田　敬 地区内のTC活動に関わる指導者の養成に関わる事業 八百津中学

東濃地区ユースダイレクター 堀　洋平 FCオリベ多治見

飛騨地区ユースダイレクター 松永　宗太 日枝中学

岐阜県TCスタッフ会議 別紙 各種別・各地区のTC活動における情報交換と具体的な方策を協議

指導者養成部長 北川　充弘 県内指導者養成に関わる事業並びに研修会の展開他

JFA公認指導者養成 寺田　亮太 県内指導者養成に関わる事業並びに研修会の展開他

技術委員長 市川　重明 JFA技術委員会議内容伝達・県内指導者掌握他

GK指導者養成 馬渕　圭太 県内指導者の掌握・研修会の企画提案他 岐阜西SC

ユース育成部長 金森　康二 ユース育成部との連携事業の企画・提案

指導者事務局兼講習会補助 牧野　健 大垣養老高校

指導者事務局兼講習会補助 知花  賢太郎 岐阜経済大学

FAチーフインストラクター 寺田　亮太 FAB級・Ⅽ級コース講師並びにJFAからの情報発信 【全域】

FAインストラクター 北川　充弘 【岐阜】

FAインストラクター 勝野　正之 【西濃】

FAインストラクター 高橋　正紀 【大学講座担当他】

FAインストラクター 市川　重明 【岐阜・東濃地区】

FAインストラクター 金森　康二 【中濃地区】

FAインストラクター 西川　勤 【西濃地区】

FAインストラクター 馬渕　圭太 【岐阜地区・GK養成】

FAインストラクター 蒲　成人 【飛騨・東濃地区】

次期FAインストラクター候補 牧野　健 【岐阜地区】

次期FAインストラクター候補 知花  賢太郎 【西濃地区・大学講座】

次期FAインストラクター候補 高橋　悦郎 【中濃地区・女子】

次期FAインストラクター候補 堀　洋平 【東濃地区】

次期FAインストラクター候補 松永　宗太 【飛騨地区】

次期FAインストラクター候補 吉田　敬 【中濃地区】

キッズインストラクター 池田　卓也 ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰ養成講習会 《キッズ委員会より出向》

　本部役員

一般財団法人　岐阜県サッカー協会　技術委員会　2018
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技術委員会組織 (2) 2018技術委員会(決定)


