
１．ゴールデンイーグルプログラム（ＧＥＰ）

〔スクール〕 2020年９月～2021年３月 県内各地
県内各地区（能登、金沢、加賀）において規模や内容等を変更して実施

〔GEPスタッフ〕
田賀　正純 上丸　規之 福島　　暁 松岡　裕之 中山　　博 不野真奈美
辰巳　　勝 山本　裕和 津田　龍佑 葛巻　眞迪 太田　一生 増田　和実　
花岡　　渉 白山　勇海 柴田　直樹 中村　祐真 二又　　渉 宮下　直樹
八嶋　将輝 田島　昇太 下出　靖子 福島兼太朗 山口　拓郎 谷口　　功
宮川　雅和 澤田　旺祥 山村健太郎 小林　大地 三浦　大詞 山田　哲史
森田　晃士 谷内　宏和 林　　克昌 新出　　誠 村本　大志 内潟　匡志
坂本　一馬 赤地　信彦 秋山　裕紀 千川　修平

２．キッズサッカー巡回指導

2020年度は石川県内こども園、保育園、幼稚園等　延べ　564か所　　延べ　15,683名に指導
指導担当：ツエーゲン金沢、ヴィンセドール白山、FC.TON、みらいプロジェクト、リオペードラ加賀

３．研修会関係

　（１）2020年度JFA公認キッズリーダーチーフインストラクター講習会 （中止）

４．指導者養成研修会

　（１）2020年度JFA公認キッズリーダー養成講習会
　▽第１回開催認定者：　　17名 ７月４日(土) 金沢大学
　▽第２回開催認定者：　　29名 10月13日(火) 金沢大学

　（２）2020年度JFA公認キッズリーダーインストラクター養成講習会 （中止）

１．2020 U-17北信越選抜トレーニングキャンプ 2020年度開催なし

２．2020 U-16北信越トレセンリーグ

　〔U-16北信越TCリーグ（前期）〕 2020年度開催なし

　〔U-15北信越TCリーグ〕 11月29日(日)、12月６日(日) 日医工(富山県)

新潟県 長野県 富山県 石川県 勝点 得失点差 順位
△ △ △ ○

0 － 0 0 － 0 1 － 1 3 － 0
△ ○ △ ○

0 － 0 2 － 0 0 － 0 1 － 0
△ ● ○ △

0 － 0 0 － 2 2 － 0 0 － 0
△ △ ● ○

1 － 1 0 － 0 0 － 2 3 － 2
● ● △ ●

0 － 3 0 － 1 0 － 0 2 － 3

　〔U-16北信越TCリーグ（後期）〕 2020年度開催なし

　〔U-16女子北信越TCリーグ〕 11月14日(土) グランセナ新潟(新潟県)

新潟県 長野県 富山県 石川県 勝点 得失点差 順位
○ ○ ○

1 － 0 4 － 0 4 － 0
● ○ △

0 － 1 2 － 0 1 － 1
● ● ○

0 － 4 0 － 2 7 － 0
● △ ●

0 － 4 1 － 1 0 － 7

３．2020 ナショナルトレセンU-14中日本

　〔NTC中日本(前期)〕 2020年度開催なし

　〔U-13北信越TC対抗戦〕 2020年度開催なし
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　〔U-14北信越TC〕 10月17日(土)～18日(日) 和倉温泉多目的Ｇ

石川県代表選手 引率スタッフ 不野　亮二 山地　健介 島野　知宏 松本　隆志 酒巻　浩司
○ 大野翔太朗(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 油野　瑛斗(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 木戸　優人(ﾂｴｰｹﾞﾝ) ○ 北　　一尋(ﾂｴｰｹﾞﾝ)
○ 岡本　　颯(ﾂｴｰｹﾞﾝ) ○ 島野竜太朗(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 高野　雅以(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 寺田　巧己(ﾂｴｰｹﾞﾝ)
○ 長田　琉太(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 新田　亘瑠(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 本田　祐基(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 北嶋　逸希(ﾊﾟﾃｵ)

河内　歳三(ﾊﾟﾃｵ) 沖野眞之介(ﾊﾟﾃｵ) 佐藤　瞭成(ﾊﾟﾃｵ) 藤田　准也(ｴｽﾎﾟ)
木村　勲平(ｴｽﾎﾟ) 高戸　恒成(FC小松) 村上　　和(FC小松)

○ 麦元　　翔(ﾂｴｰｹﾞﾝ) ○ 井上虎太郎(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 五島　悠都(ﾂｴｰｹﾞﾝ) ○ 布施田翔太(ﾂｴｰｹﾞﾝ)
平良　晟也(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 米田　　樹(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 奥村　楓真(ﾂｴｰｹﾞﾝ) ○ 多島　　然(ﾂｴｰｹﾞﾝ)
北林　大輝(ｴｽﾎﾟ) ○ 山出　祥矢(ｴｽﾎﾟ) 宮崎　師長(ｴｽﾎﾟ) 濱　　太智(ｴｽﾎﾟ)
光山　　翔(ﾊﾟﾃｵ) 沖野　永絆(ﾊﾟﾃｵ) 丹羽　伶介(FC北陸) 米出　健汰(星稜)
田中　悠人(BROS)

○印はNTC北信越に参加

　〔NTC北信越〕 11月21日(土)～23日(月・祝) 和倉温泉多目的Ｇ

石川県代表選手 引率スタッフ 堀　　哲也 不野　亮二
大野翔太朗(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 北　　一尋(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 岡本　　颯(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 島野竜太朗(ﾂｴｰｹﾞﾝ)
長田　琉太(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 北方  陽己(ﾊﾟﾃｵ) 麦元　　翔(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 井上虎太郎(ﾂｴｰｹﾞﾝ)
山出　祥矢(ｴｽﾎﾟ) 多島　　然(ﾂｴｰｹﾞﾝ)

　〔U-13北信越TC〕 2020年度開催なし

４．2020 ナショナルトレセンU-12北信越

　〔U-12北信越TC（前期）〕 2020年度開催なし

　〔NTC北信越〕 2020年度開催なし

　〔U-12北信越TC（後期）〕 12月５日(土) 日医工(富山県)

石川県代表選手 引率スタッフ 菅本　昌克 澤本　昌孝 大塚　幹雄 高嶋　康弘 泉　　知宏
堀　　哲也 村中　宏至

室屋　吉壱（七尾ｳｴｽﾄ） 水谷　鉄生（星稜） 新村　羽琉（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 小林　立宜（符津）
横川　天馬（ｾﾌﾞﾝ能登） 青木　勇斗（ﾃｲﾍﾝｽﾞ） 元林隼太朗（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 奥ノ矢莉央（符津）
高　　裕徳（ｾﾌﾞﾝ能登） 牧野　　翼（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 大西　那旺（ﾃﾞﾗﾝﾃﾛ） 疋田　　将（苗代）

５．2020 ナショナルトレセン女子U-14

　〔女子U-15北信越TC①〕 2020年度開催なし

　〔女子U-15北信越TC②〕 2020年度開催なし

　〔女子U-14北信越TC①〕 11月21日(土) 和倉温泉多目的Ｇ

石川県代表選手 引率スタッフ 菅本　昌克 山崎　弘人 坂　真太朗 藤田　圭治
○ 山下　杏梨(ﾍﾐﾆｽ金沢) ○ 田中　美空(星稜PEL) ○ 山﨑　莉歩(星稜PEL) ○ 我妻悠菜子(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ)

南野　羽那(星稜PEL) 田中　桜乃(椿ﾚﾃﾞｨｰｽ) ○ 中村　柚仁(星稜PEL) ○ 木下　奈南(星稜PEL)
○ 西出　愛琉(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 谷猪　礼衣(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 瀬川こころ(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 加藤希徠里(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ)

吉田　麗奈(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 岩崎　朱里(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 
○印はNTC女子U-14北信越の参加予定者

　〔NTC女子U-14北信越〕 2020年度開催なし

　〔女子U-14北信越TC②〕 2021年３月６日(土)～７日(日) 日医工(富山県)

石川県代表選手 引率スタッフ 菅本　昌克 鹿野　淳吾
田中　美空(星稜PEL) 山﨑　莉歩(星稜PEL) 中村　柚仁(星稜PEL)
山下　杏梨(ﾍﾐﾆｽ金沢) 我妻悠菜子(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 西出　愛琉(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 谷猪　礼衣(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ)
吉田　麗奈(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 今井　和心(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 瀬川こころ(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 岩崎　朱里(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 
山下美利亜(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 齊藤　結空(椿レディース) 田中　桜乃(椿レディース) 山崎菜乃葉(椿レディース)

６．2020 北信越トレセン女子U-12

　〔女子U-12北信越TC〕 2020年度開催なし

　〔NTC北信越〕 2020年度開催なし

７.2020 北信越GKプロジェクトトレーニングキャンプ　

　〔U-14ＧＫキャンプ〕 10月17日(土)～18日(日) 和倉温泉多目的Ｇ

北　　一尋(ﾂｴｰｹﾞﾝ） 木戸　優人(ﾂｴｰｹﾞﾝ) 村上　　和（FC小松） 多島　　然(ﾂｴｰｹﾞﾝ）
北林　大輝(ｴｽﾎﾟ） 光山　　翔(ﾊﾟﾃｵ)

木下　奈南(星稜PEL)



　〔U-13ＧＫキャンプ〕 2021年３月21日(日) かほく市サッカー・ラグビー競技場

多島　　然(ﾂｴｰｹﾞﾝ） 北林　大輝(ｴｽﾎﾟ） 元林隼太朗（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 大西　那旺（ﾃﾞﾗﾝﾃﾛ）

８．石川県トレーニングセンター 10月～2021年３月 県内各地

〔U-16トレセン〕 2020年度開催なし

〔U-16トレセンスタッフ〕
　▽国体選抜、Ｕ－16トレセンスタッフ

辻田　真輝 野尻　直人 岡村　武志 高嶋　康弘 畑　　圭祐 木戸口　肇

〔U-15トレセン〕
　▽３年生(42期生) 70名

【中体連】28名
向井　　煌(丸内中) 山口　願太(松陽中) 北西　玄翔(根上中) 佐々木大和(根上中) 深田　友吾(根上中)
澤田　結太(松任中) 山田　叶健(松任中) 古谷　龍斗(松任中) 八田　紘彰(松任中) 中野　　航(松任中)
小川　春樹(松任中) 松尾　琉維(松任中) 中津川智仁(松任中) 出村　陽斗(松任中) 池田　晴輝(松任中)
十倉　琉音(松任中) 平田　純也(美川中) 鵜丹谷遥斗(美川中) 篠地　翔真(野々市中) 山下凜太朗(野々市中)
西田　航太(野々市中) 新田　　煌(野々市中) 表　　祐希(野々市中) 杉本　雷太(野々市中) 酒井　光翔(野々市中)
米町　奏祐(野々市中) 辻中　祐人(北辰中) 広崎　　希(北辰中)

【クラブ】36名
クラブトレセン
宮本    駆(ﾊﾟﾃｵ) 酒尾  滉葵(ﾊﾟﾃｵ) 加藤  煌晴(ﾊﾟﾃｵ) 田中  智大(ﾊﾟﾃｵ) 薬師  拓翔(ﾊﾟﾃｵ)
吉丸　凌平(ﾊﾟﾃｵ) 山崎　　快(ﾊﾟﾃｵ) 中村  颯汰(ﾊﾟﾃｵ) 山内　遥人(ﾊﾟﾃｵ) 村田　紘望(ｴｽﾎﾟ)
春間　咲人(ｴｽﾎﾟ) 笹川　結樹(ｴｽﾎﾟ) 三田　柊斗(ｴｽﾎﾟ) 吉岡  龍樹(ｴｽﾎﾟ) 西    優成(ｴｽﾎﾟ)
吉本  瑠翔(ｴｽﾎﾟ) 西田虎汰郎(FC小松) 北村  颯登(FC小松) 中原　啓佑(FC小松) 林　　　瞭(FC小松)
山﨑　僚太(ﾋﾞｰｸｽ) 髙橋    薫(ﾋﾞｰｸｽ) 嵐    柊音(ﾋﾞｰｸｽ) 佐野悠愛兜(ﾋﾞｰｸｽ) 野口    心(ﾋﾞｰｸｽ)
新保　龍馬(FC北陸) 松浦　　粋(FC北陸) 船本　悠哉(FC北陸) 道下　　蒼(ﾍﾐﾆｽ) 八田  彪冴(ﾍﾐﾆｽ)
松下　椋祐(FC.TON) 平尾　悠喜(FC.TON) 岩田　恒輝(FC.TON) 岡本  卓己(CDF創) 田中  竣己(CDF創)
小石　　凌(ｾﾌﾞﾝ能登)

【ﾂｴｰｹﾞﾝ】６名
高出　爽生 布施田和真 中道　　築 高橋　祐翔 葛城　　涼
井上　龍昇

　▽２年生(43期生) 71名
【中体連】51名
五十嵐丈留(南部中) 浅井　克志(南部中) 高見　　成(松陽中) 丸山　晴尋(松陽中) 京田喜市郎(松陽中)
早松　拓郎(松陽中) 伊藤　隆晟(松陽中) 宮野　太雅(松陽中) 北川　　楓(松陽中) 細野　吾朗(根上中)
山田　悠太(寺井中) 加納　誉人(野々市中) 安田　寛太(野々市中) 端　　駿斗(松任中) 卜部　　翔(松任中)
東　　柚樹(松任中) 宮元　智野(松任中) 西嶋　怜亜(松任中） 高倉　吏功(松任中) 村山　暖空(北辰中)
福田　　柊(北辰中) 紙田　尚輝(北辰中) 北川　眞斗(美川中) 福井　昂生(美川中) 北野真之介(美川中)
中谷　大悟(清泉中) 明石　蒼大(長田中) 柳　　怜希(長田中) 高桑　幹尚(星稜中) 福村　勇仁(星稜中)
髙田　哩玖(星稜中) 平野　寛大(星稜中) 松村　直紀(星稜中) 水野　　塁(星稜中) 北村　來輝(星稜中)
徳永　龍博(星稜中) 前田　逞斗(星稜中) 土谷　英司(錦丘中) 木津　翔瑛(錦丘中) 村松　和斗(城南中)
小村　一生(緑中) 新田　暉斗(緑中) 鷹野　　翔(緑中) 中川　洸希(紫錦台中) 重山　紫苑(紫錦台中)
小橋遼太朗(港中) 小山　暖貴(港中) 北川　奏瑠(港中) 松田　颯斗(森本中) 森　　そら(森本中)
道端　春翔(北鳴中)

【クラブ】８名
クラブトレセン
沖野眞之介(ﾊﾟﾃｵ) 佐藤　瞭成(ﾊﾟﾃｵ) 北方　陽己(ﾊﾟﾃｵ) 北嶋　逸希(ﾊﾟﾃｵ) 河内　歳三(ﾊﾟﾃｵ)
木村　勲平(ｴｽﾎﾟ) 藤田　准也(ｴｽﾎﾟ) 高戸　恒成(FC小松)

【ﾂｴｰｹﾞﾝ】12名
木戸　優人 北　　一尋 岡本　　颯 島野竜太朗 高野　雅以
寺田　巧己 長田　琉太 新田　亘瑠 本田　祐基 油野　瑛斗
大野翔太朗 吉村　征也

　▽１年生(44期生) 91名
【中体連】54名
山口　瑛暉(南部中) 山野　恒功(松陽中) 平田　　陸(根上中) 東村　友善(根上中) 糸崎　　慧(根上中)
雨宮　慶太(美川中) 油野　圭吾(美川中) 酒井　央心(美川中) 宮森　大和(美川中) 大脇　　俊(美川中)
新谷　峻士(美川中) 中川　永渉(美川中) 西川　　周(笠間中) 北村　空楽(光野中) 中西　建統(光野中)
竹田　悠真(光野中) 中野　里玖(北星中) 榊原　　蓮(北星中) 坂田　陽紀(松任中) 鹿野　楓人(松任中)
上出　晃大(松任中) 辻中　瑛人(北辰中) 中山　翔流(北辰中) 長谷川恵大(北辰中) 木村　英太(北辰中)
伊奈　和真(北辰中) 中田　大雅(野々市中) 山本　将大(野田中) 外園　悠貴(野田中) 橋本　康汰(港中)
髙松　蒼空(野田中) 西原　晴音(野田中) 藤井　克彰(高尾台中) 高山功乃介(兼六中) 打出喜一朗(紫錦台中)
岸本　渓太(高尾台中) 光谷　　慧(高尾台中) 加須屋大輔(鳴和中) 松本光一朗(鳴和中) 田中　達也(清泉中)
笠合　利央(紫錦台中) 山出　結矢(長田中) 中薗　創汰(北鳴中) 小林　佑樹(西南部中) 古野　海風(西南部中)
藤　　逞実(清泉中) 久田　玲央(北鳴中) 太村　優真(星稜中) 髙山　奏太(星稜中) 尾西　佑介(星稜中)
宮島　龍月(西南部中) 村田　　橙(星稜中) 麦井　　蓮(錦丘中) 伊藤　　奏(錦丘中)



【クラブ】23名
クラブトレセン
伊藤　迦緑(ｴｽﾎﾟ) 関沢　瑠哉(ｴｽﾎﾟ) 喜多　　慧(ｴｽﾎﾟ) 濱　　太智(ｴｽﾎﾟ) 北林　大輝(ｴｽﾎﾟ)
前田　登也(ｴｽﾎﾟ) 鶴野　倖世(ｴｽﾎﾟ) 宮崎　師長(ｴｽﾎﾟ) 山出　祥矢(ｴｽﾎﾟ) 重久　　尊(ﾊﾟﾃｵ)
沖野　永絆(ﾊﾟﾃｵ) 安倍　絆吾(ﾊﾟﾃｵ) 香城　勝綺(ﾊﾟﾃｵ) 桝田　佑輝(ﾊﾟﾃｵ) 光山　　翔(ﾊﾟﾃｵ)
大森　風牙(ﾊﾟﾃｵ) 桝田  佑輝(ﾊﾟﾃｵ) 大矢　里恩(FC.TON) 村中　颯那(FC.TON) 遠藤　　颯(S.S.F.C.)
米出　健太(S.S.F.C.) 丹羽　伶介(FC北陸) 田中　悠人(FC.BROS)

【ﾂｴｰｹﾞﾝ】14名
井上虎太郎 川崎　裕太 五島　悠都 斉藤　大冴 酒井　庵吏
平良　快星 西道　隆誠 濱野　大成 稗田　朱里 布施田翔太
麦元　　翔 多島　　然 米田　　樹 平良　晟也

〔U-15トレセンスタッフ〕
大島　哲史 北　　良和 島野　知宏 木村　達朗 松本　隆志 小橋　駿平 長谷川　慎
寺中　克典 不野　亮二 酒巻　浩司 堀　　哲也 野呂　昌春 斉田　正春 石井　崇之
三井　弘光 松岡　裕之 杉村　正輝 谷　信太朗 北村　　達 北　　一真 岸　　玲衣
大谷　　亨 西　　啓介 田尾　　聖 津田　直樹 葛巻　眞迪 山岡　弘樹 山本　兼史
小畠　悠大 清水　淳一 茶林　一誠 村中　大吾 皆口　裕司 石田　和也 荻原　　海
出原　知哉 山本　悠祐 河二　　尊 架谷　大志 田向　海裕 寺分　孝夫 小坂　夏生
山邊　雅司 馬場　淳平 森　　啓行 八田　信介 南　　昇吾 松原　圭介 千木　良介
林　　克昌 干場　清伸 河島　統志 一宮　幸弘 中村　一成 山森　誠一 木戸口　肇
島　　敦志 阿部　勇仁 米澤　大輝 今崎　槙胡

〔U-12トレセン〕
　▽６年生(26期生)：146名

長野　廉士（湖北） 米田　悠真（中条） 筆安　優吏（星稜） 石田　泰駕（白山）
能田　昂裕（湖北） 小西　郁輝（中条） 早見　朝登（星稜） 川崎　煌太（白山）
船越　鉄晟（湖北） 川畑偉百利（中条） 小橋　佑多（仲良し） 鈴木　翔太（白山）
羽田　将清（湖北） 前田　誉仁（中条） 青山　和樹（額） 山部　蒼太（松任中央）
大木　俊弥（湖北） 富川　寛馳（太白台） 越　　一翔（額） 中田　清虎（松任中央）
樋詰　海翔（津幡） 室塚　　陸（太白台） 大西　那旺（ﾃﾞﾗﾝﾃﾛ） 岡田　隼季（松任中央）
松本ひより（津幡） 赤坂　怜央（太白台） 浦　　蒼太（富樫） 江川　　遼（パテオ）
松田　獅門（津幡） 中川　　叶（太白台） 西濱　鉄将（蕪城） 中野　　閃（パテオ）
瀬戸　勇哉（津幡） 浦　　奏史（羽咋） 岸川　朋也（蕪城） 竹林清十郎（パテオ）
中島　裕貴（津幡） 荒井　直人（高松） 敷田　桐也（蕪城） 佐々木颯太（パテオ）
西永　凪里（津幡） 沖野　暖士（高松） 平田　　祐（蕪城） 木下純太朗（美川）
別宗　蓮斗（津幡） 本多　祐葵（高松） 奥野　大介（蕪城） 中前　霜月（美川）
永尾　玲翔（中能登） 吉田　颯真（高松） 高西　風雅（蕪城） 端田　亮太（美川）
桶井　陸音（中能登） 姥浦　風斗（ｾﾌﾞﾝ能登） 新井煌汰郎（蕪城） 宮岸　輝空（なし）
関軒丈一郎（七尾） 高　　裕徳（ｾﾌﾞﾝ能登） 中村　瑛斗（ﾌﾞﾙｰﾗｸﾞｰﾝ） 吉田　親平（川北）
徳間晃之介（七尾） 横川　天馬（ｾﾌﾞﾝ能登） 重國　　禪（ﾌﾞﾙｰﾗｸﾞｰﾝ） 吉野　暖人（川北）
瀬口　将哉（七尾） 中野　煌仁（羽咋） ◎ 多葉田侑吏（旭丘） 澤　蓮太郎（和気）
曽我　周平（七尾） 山田　一咲（押水） ◎ 新谷　啓太（旭丘） 澤村昂志郎（和気）
刀祢　杏蒔（七尾） ※ 和嶋　杏樹（珠洲） ※ 石崎ゆりあ（松南） 小林　立宜（符津）
室谷　吉壱（七尾） 大島　颯太（ﾃｲﾍﾝｽﾞ） ※ 天川　萩葉（松南） 大野　琥翔（符津）
池崎　泰正（珠洲） 荒木　叶瑠（ﾃｲﾍﾝｽﾞ） 加納　利汰（菅原） 奥ノ矢莉央（符津）
清水　寛樹（珠洲） 富田　総司（ﾃｲﾍﾝｽﾞ） 荒野　空雅（菅原） 木村　勇斗（符津）
畑　　唯仁（珠洲） 宮本　茂虎（ﾃｲﾍﾝｽﾞ） 青木　　瞬（菅原） 島田　玲雄（符津）
高橋　蒼空（内灘） 米倉　生真（泉） 安東　　駿（レオン） 飛彈　隼乙（第一翼）
濱田　竜進（内灘） 小林　　晴（泉） 弥村　京汰（レオン） 東出　凌空（第一翼）
能登　悠成（内灘） 玄田　　蓮（泉） 中川　瑛太（北陽） 疋田　　将（苗代）
岩崎　竜也（内灘） 泉　　颯海（泉） 長井　大翔（北陽） 村田　　晴（苗代）
谷口　諒成（内灘） 山内　奏和（泉） 作田　諒大（北陽） 宮元　裕平（苗代）
大川力軌斗（内灘） 野口　　知（北陸） 寺田　遥仁（笠間） 橘　　亮誠（苗代）
堀口　謙心（内灘） 新村　羽琉（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 表　　蓮晟（笠間） 大田　敢介（苗代）
北濱　俊弥（輪島） 林　　伶恩（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 細川　仁汰（笠間） 河原　玄都（ﾘｵ加賀）
干場　彪吾（輪島） 岸　　新大（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 水沼　諒士（笠間） 山崎　聡司（ﾘｵ加賀）
大江　隼斗（輪島） 牧野　　翼（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 中林　将孝（富陽） 能登　　庵（ﾘｵ加賀）
舩﨑　　養（輪島） 長田　圭人（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 池ノ上和哉（富陽） ※ 奥山　季咲（東和）
谷川朔太郎（輪島） 元林隼太朗（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 木村　天哉（富陽） 中谷　友星（東和）
新本　蒼空（輪島） 水谷　鉄生（星稜） 宮岸　留生（富陽）
田中　漱人（中条） 佐々木陽斗（星稜） 村山　蒼和（白山）

◎印は飛び級選手(５年生) ※印は女子選手

〔U-12トレセンスタッフ〕
石本　昇蔵 吉田　貴宏 大矢　直史 錦木　泰生 堀　　哲也 押野　　登
富沢　　大 中野　春樹 繁浪　大基 寺田　健児 小坂　　一 但馬　啓亮
北永　敏章 中村　祐真 不野　亮二 多田　裕介 熊谷　健吾 家出　敬義
岡野　博明 葛巻　眞迪 野呂　昌春 本田 　 昇 古川　忠史 村上　昌洋
泉　　知宏 荒木田　丈 菅本　昌克 藤田  圭治 見目　英雄 山口　拓郎
大田　　均 耕納　洋司 菊川　嘉宏 喜多　　誠 澤本　昌孝 宇賀神大地
荒川　　剛 寺沢　徹哉 中野　栄治 吉田　一彦 宮崎　英昭 吉柴　文悟



麻生　英之 高嶋　康弘 清田　　洋 岩田　直也 桜井　　均　 村中　宏至
丹羽　一登 中川　博善 林　　浩幸 八田　　透 西本　達郎 本田　善浩
北永　浩二 麦田　和志 釜谷　充哉 坂元　航也 越中谷勇志 高嶋　康弘
橋場　卓史 大塚　幹雄 丹羽　晃一 加茂　秀一 竹内　雅宣 樋口　克也
寺尾　敦樹 近藤　公一 中川　二郎 表　　将生 中村　鉄平 三島　一泰
大田　優馬 吉田　陽一 南出　　純

〔U-16女子トレセン〕
　▽高校１年生：14名

大高　千佳（星稜） 藤森つつみ（星稜） 小塚日奈希（星稜） 金谷　美奈（星稜）
牧　　咲花（星稜） 水野　　輝（伏見） 桝本　菜摘（伏見） 麻生　　舞（伏見）
東藤　美莞（伏見） 宿波　杏咲（金市工） 宮腰　はる（金市工） 毛利　希颯（明倫）
中川　愛海（明倫） 土肥莉帆季（TONﾚﾃﾞｨｰｽ）

　▽中学３年生：４名
宮元　陽菜(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 岡田　妃織(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 那谷　渚颯(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 山下　琴遥(星稜PEL)

〔U-16女子トレセンスタッフ〕
山崎　弘人 泉　　知宏 山下　敦子 石野　氏寿 鹿野　淳吾 渡辺　由似
菅本　昌克 二口　佑貴 越野　貴成 田向　海裕 坂　真太郎 木谷　実央
原口さつき 坪田　大輔 藤田　圭治 藤間　史帆

〔U-14女子トレセン〕
　▽２年生：10名

橋本　和奏(星稜PEL) 中村　柚仁(星稜PEL) 南野　羽那(星稜PEL) 山﨑　莉歩(星稜PEL)
田中　美空(星稜PEL) 山下　杏梨(ﾍﾐﾆｽ金沢） 谷猪　礼衣(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 今井　和心(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ)
我妻悠菜子(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 西出　愛琉(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ)

　▽１年生：14名
牧野カレン(星稜PEL) 山下　小春(星稜PEL) 金谷　彩花(星稜PEL) 木下　奈南(星稜PEL)
山下美利亜(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 金津　　暖(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 岩崎　朱里(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 瀬川こころ(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ)
加藤希徠里(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 吉田　麗奈(北大ﾌｨｵﾘｰﾚ) 山崎菜乃葉(椿ﾚﾃﾞｨｰｽ) 齋藤　結空(椿ﾚﾃﾞｨｰｽ)
田中　桜乃(椿ﾚﾃﾞｨｰｽ) 川嶋　里桜(サザン)

〔U-14女子トレセンスタッフ〕
山崎　弘人 泉　　知宏 山下　敦子 石野　氏寿 鹿野　淳吾 渡辺　由似
菅本　昌克 二口　佑貴 越野　貴成 田向　海裕 坂　真太郎 木谷　実央
原口さつき 坪田　大輔 藤田　圭治 藤間　史帆

〔U-12女子トレセン〕
　▽６年生：18名

高井　優芽（河北台） 西田　沙希（河北台） 坂口　愛弥（河北台） 塩谷　花央（三和） 山口　　華（富樫）
竹島　彩詠（泉ク) 奥山　季咲（東和） 有町　葵衣（金石町） 有田　詩菜（金沢南） 松本ひより（津幡）
石﨑ゆりあ（松南） 木村　実桜（額） 髙畠　心結（富樫） 南谷優里愛（押水） 中川　　叶（太白台）
北　　夢芽（森本） 嘉門　結芽（金石町） 西野　きい（野町）

　▽５年生：10名
辻　　一華（川北） 別所　莉奈（松任中央）谷内久琉海（湯野） 桜井　琴音（高松） 石垣　恵依（北大ｶﾞｰﾙｽﾞ）
横田あおい（額） 池田　羽夏（松任中央）酒井　暖乃（ﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ）西出　愛悠（符津） 上田　真央（Blue Lagoon）

　▽４年生：１名
宮本　虹心（ﾃｲﾍﾝｽﾞ）

〔U-12女子トレセンスタッフ〕
山崎　弘人 泉　　知宏 山下　敦子 石野　氏寿 鹿野　淳吾 渡辺　由似
菅本　昌克 二口　佑貴 越野　貴成 田向　海裕 坂　真太郎 木谷　実央
原口さつき 坪田　大輔 藤田　圭治 藤間　史帆

〔GKプロジェクト〕
　[GKスクール] 2020年度開催なし

　▽ＧＫスタッフ研修会 2020年度開催なし

　▽石川・富山合同GKキャンプ 2020年度開催なし

〔GKプロジェクトスタッフ〕
野呂　昌春 高嶋　康弘 吉田　一彦 鹿野　淳吾 八田　　透 寺分　孝夫
吉柴　文悟 小坂　夏生

９．研修会関係

　（１）2020年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認Ａ、Ｂ級コーチ）
　▽2020年度開講なし

　（２）2020年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ）
　▽第１回開催なし



　▽第２回開催受講者：８名 10月31日(土) 金沢市スポーツ交流広場
インストラクター 津田　龍佑 島野　知宏 中野　栄治

瀧尻　弘之 武田　直弥 高崎　幹晴 錦木　泰生 高村　博之 新木　源太
牧村　英俊 石田　和也

　▽第３回開催受講者：19名 12月６日(日) 北陸大学フットボールパーク
インストラクター 越田　剛史 西川　周吾

永岡　　昭 杉村　年春 山本　志朗 高嶋　竜輔 築山　七海 豊島　　啓
村松　鉄修 矢島　芽吹 田中　拓夢 谷口　　空 前田　遥輝 竹林　晃輝
原島　　颯 坂ノ下　陸 松原　立樹 三鬼　侑己 北村　禎崇 田端　涼馬
青栁　叡東

　▽第４回開催受講者：12名 2021年２月13日（土） 内灘町屋内多目的広場
インストラクター 上丸　規之 島野　知宏

竹内　暢哉 三崎　知沙 北村　禎崇 前田　遥輝 小高　亮人 昔農　徳行
別宗　麻人 井川　育昌 桶野　　勝 山路　博次 林　　昴典 西村　瑞真

　（３）2020年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認47ＦＡユースダイレクター）
　▽受講者：１名 ７月４日(土) 日医工(富山県）

12月６日(日) ウェブ会議
神田　　康

　（４）2020年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認47ＦＡインストラクター）
　▽受講者：９名 2021年２月27日(土)～28日(日) 和倉温泉多目的Ｇ

中野　栄治（３種） 上丸　規之（キッズ）　 津田　龍佑（キッズ）　 島野　知宏（３種）
寺中　克典（ﾂｴｰｹﾞﾝ） 不野　亮二（３種） 諸江　真一（１種） 中野　勝彦（２種）　
西川　周吾（１種）　

　（５）2020年度北信越TCスタッフ研修（U-12、U-14、U-16、女子、GK）
　▽受講者：10名 2021年３月13日(土)～14日(日) 和倉温泉多目的Ｇ

澤本　昌孝(U-12) 大塚　幹雄(U-12) 堀　　哲也(U-13) 河島　統志(U-14)
長谷川　慎(U-14) 酒巻　浩司(U-15) 岡村　武志(U-16) 田向　海裕(女子)
野呂　昌春(GK) 小坂　夏生(GK)

　（６）2020年度石川県TCスタッフ研修（U-12、U-14、U-16、女子、GK）
　▽2020年度開催なし

　（７）2020年度石川県トレセン総会
　▽2020年度開催なし

10．指導者養成講習会

　（１）2020年度ＪＦＡ公認Ａ級コーチジェネラル養成講習会
　▽2020年度開催なし

　（２）2020年度ＪＦＡ公認Ａ級コーチＵ-12養成講習会
　▽2020年度開催なし

　（３）2020年度ＪＦＡ公認Ａ級コーチＵ-15養成講習会
　▽2020年度開催なし

　（４）2020年度ＪＦＡ公認Ｂ級コーチ養成講習会
　▽2020年度受講者：２名(eランのみ)

藤田　圭治 繁浪　大基
〔JFAコース〕

　▽2020年度開催なし

〔石川県コース〕
　▽2020年度開催なし

　▽2020年度認定者(2019年度受講者)：22名
大塚　幹雄 米島　芳之 大矢　直史 菊川　嘉宏 花岡　　渉 泉　　知宏
柴田　直樹 平木　　優 酒巻　浩司 丹羽　一登 岡部誠史郎 小松　竜一
河内　克彦 林　　克昌 西川　孝志 葛巻　眞迪 亀田　啓輔 宮川　尭大
松本　隆志 釘抜　謙太 堀　　哲也 岡村　武志

　▽2020年度受講　石川トライアル合格者
小坂　　一 明福　　実 河島　統志 小林　　真 表　　将生 平川　幸洋
田向　海裕 橋　淳之介 山本　兼史 野崎　正悟 越中谷勇志 小坂　夏生
津田　直樹 高崎　幹晴 月守　麻美 原島　　颯 前塚　　蒼 二又　　渉
松下　隼人 西出　怜也



　（５）2020年度ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会
　▽第１回開催認定者：　13名 11月21日(土)～12月20日(日) 内灘町屋内多目的広場

インストラクター 島野　知宏 寺中　克典 中野　栄治 岡野　博明

幅　　清史 北村　　圭 菊地　　洸 新古　雅之 坂下　広樹 石寺　　貢
金子　　楽 塩嶋　英樹 平川　康恵 上内　友貴 北村　　明 松田　知将
阿岸　　潤

　▽第２回 2020年度開催なし

　（６）2020年度ＪＦＡ公認Ｄ級コーチ養成講習会
　▽第１回開催認定者：　19名 11月28日(土)～29日(日) 内灘町屋内多目的広場

インストラクター 中野　勝彦 不野　亮二 岡野　博明

石崎慎太郎 別宗　貴洋 南　　智也 竹内俊太郎 清水　義明 森　　俊裕
金本　陽介 米田　茂大 中澤　耕平 田中　克明 赤田　和也 山部　広人
福永　直樹 林　　　猛 坂本　亮行 加藤　嘉信 岡村　達也 吉村　茂之
蔵　桂太朗

　▽第２回開催認定者：　19名 2021年３月６日(土)～７日(日) 内灘町屋内多目的広場
インストラクター 津田　龍佑 諸江　真一

山崎　　潤 押田　武憲 作田　裕樹 奥山　誠也 蔵西　英樹 河原　明人
中西　詳治 細川　雄一 浦　　幸徳 田畑　貴庸 中村　勝人 城下　　歩
永井　文也 酒井　康太 宍戸　淳也 末廣　誠一 花塚　大樹 赤木　和人
坂木　　努

　▽第３回開催認定者：　20名 ９月５日(土)～６日(日) 内灘町屋内多目的広場
インストラクター 島野　知宏 不野　亮二 上丸　規之

道下　勇矢 大笹　貴之 西川　隆輔 中野　貴之 橋場　郁勝 南　　隆博
林　　恭弘 下川　　卓 北村　佳詩 高　　継一 神谷　　悟 友影　憲一
鈴木　　智 金子　　豊 東　　　聡 寺田　健児 寺田　真吾 佐藤　　悠
大石　和礼 中野　有朋

　（７）2020年度ＪＦＡ公認ゴールキーパーレベル３コーチ養成講習会
　▽2020年度受講者なし

　（８）2020年度ＪＦＡ公認ゴールキーパーレベル２コーチ養成講習会
　▽2020年度受講者なし

　（９）2020年度ＪＦＡ公認ゴールキーパーレベル１コーチ養成講習会
　▽2020年度開催なし

　（10）2020年度ＪＦＡ公認４７ＦＡチーフインストラクター研修会
　▽受講者：１名 ６月６日(土)～７日(日) ウェブ会議

島野　知宏

　（11）2020年度ＪＦＡ公認４７ＦＡインストラクター研修会
　▽受講者：９名 2021年２月27日(土)～28日(日) 和倉温泉多目的グラウンド 他

島野　知宏 中野　勝彦 上丸　規之 諸江　真一 津田　龍佑 西川　周吾

中野　栄治 寺中　克典 不野　亮二


