


代表

平野 淳

ヘッドオブコーチング

荒川 友康

アドバイザー

和賀 崇

ジュニア育成責任者兼監督

能代谷 恵

ジュニア強化責任者兼監督

加賀見 健介

ジュニアユース責任者兼監督

荒川 友康

コーチ

鈴木 健之

コーチ

石井 葵

コーチ

森谷 智之

コーチ

芹澤 淳

コーチ

佐藤 隆幸

ジュニア育成（小学1～4年生） ジュニア強化（小学5～6年生） ジュニアユース（中学1～3年生）

事務局

森田 陽子

事務局（JY）

服部 信一郎

アドミニストレーション

フィジカルコーチ

後藤 直人

ダイレクター

佐藤 由将

ゴールキーパーコーチ

比嘉 駿



●氏名：平野淳

●愛称：ジュンコーチ

●役職： FCトレーロス代表

●生誕： 1974年、東京都杉並区生まれ

●指導歴：

・Efferen BC（ドイツ）

・FC東京 U15

・Southern Methodist University（アメリカ）

・横浜F・マリノスユース

・横浜FCユース

・ファンルーツアカデミー / FCトレーロス

●資格：

・欧州サッカー連盟公認B級コーチ

・イングランドサッカー協会公認レベル3コーチ

・ドイツサッカー協会公認C級コーチ

・オランダサッカー協会公認国際コーチ

・オーストラリアサッカー協会公認ジュニアコーチ

・スコットランドサッカー協会公認フィジカルプレパレーション

・全米サッカーコーチ協会公認ナショナルコーチ

・その他



●氏名：佐藤由将

●愛称：ヨシコーチ

●役職： FCトレーロスアカデミーダイレクター

●生誕： 1987年、神奈川県生まれ

●選手歴：

・横浜F・マリノスユース（キャプテン）

・国士舘大学サッカー部

・松本山雅FC

●指導歴：

・ファンルーツアカデミー

- FCトレーロスジュニア責任者

- ファンルーツアカデミーダイレクター

- 駒沢・森下スクールマスター

- 東京スポーツ・レクリエーション専門学校非常勤教師

- 東京リゾート＆スポーツ専門学校非常勤教師

●資格：

・日本サッカー協会公認C級コーチ

・オランダサッカー公認インターナショナルコーチ（オランダ）

・中高保健体育教員免許



●氏名：荒川友康

●愛称：アラカワコーチ

●役職： FCトレーロスヘッドオブコーチング兼ジュニアユース監督

●生誕： 1970年、千葉県生まれ

●指導歴：

・デフェンソーレスデベルグラーノ（アルゼンチン）

・CAプラテンセ（アルゼンチン）

・滝川第二高等学校サッカー部

・ジェフユナイテッド市原千葉（ユース・ジュニアユース）

・ジェフユナイテッド千葉レディース

・FC町田ゼルビア（育成部・トップチーム）

・京都サンガFC（U15・トップチーム）

●資格：

・アルゼンチンサッカー協会公認コーチ



●氏名：芹澤淳

●愛称：ジュンコーチ

●役職： FCトレーロスジュニアユース U15/U14担当

●生誕： 1990年、千葉県生まれ

●選手歴：

・習志野高校サッカー部

●指導歴：

・みつわ台南SC

・大豆戸FC

・CD Serranos（スペイン）

・Alboraya（スペイン）

●資格：

・スペインサッカー協会公認ライセンスレベル1・2

・日本サッカー協会公認キッズリーダー資格

・中高保健体育教員免許



●氏名：佐藤隆幸

●愛称：サトウコーチ

●役職： FCトレーロスジュニアユース U13担当

●生誕： 1971年、神奈川県生まれ

●選手歴：

・神奈川大学サッカー部

●指導歴：

・杉並アヤックス

・INAC多摩川（代表：ジュニア、ジュニアユース、ユース）

●資格：

・日本サッカー協会公認C級

・日本サッカー協会公認審判4級



●氏名：加賀見健介

●愛称：カガミコーチ

●役職： FCトレーロスジュニア強化責任者兼 監督

●生誕： 1974年、埼玉県生まれ

●選手歴：

・桐蔭学園高等学校サッカー部

・青山学院大学サッカー部

・東京ガス～FC東京

・川崎フロンターレ

・大分トリニータ

●指導歴：

・FC東京サッカースクール

・多摩大学付属目黒中学校・高等学校サッカー部

・横浜FC

・FC東京 U15

●資格：

・日本サッカー協会公認A級コーチ



●氏名：石井葵

●愛称：アオイコーチ

●役職： FCトレーロスジュニア強化コーチ

●生誕： 1998年、神奈川県生まれ

●選手歴・学歴：

・FCトレーロスジュニアユース

・藤沢清流高校サッカー部

・東京リゾート＆スポーツ専門学校

●指導歴：

・ファンルーツアカデミー

- プーマサッカースクール / エフプラスサッカースクール

- 浜田山ジュニアサッカークラブ

●資格：

・日本サッカー協会公認C級コーチ

・日本サッカー協会公認審判4級

・ SAQレベル１インストラクター

・ AFEN公認スペインサッカーライセンスモニトール

・健康運動実践指導者

・日本赤十字社救急法救急員



●氏名：能代谷恵

●愛称：ノシコーチ

●役職： FCトレーロスジュニア育成責任者兼 監督

●生誕： 1975年、神奈川県生まれ

●選手歴：

・フジタ天台SCマーキュリー～フジタSCマーキュリー（Lリーグ）

・カルフォルニアサクラメントストーム（アメリカ）

・コロラドデンバーダイヤモンズ（アメリカ）

●指導歴：

・湘南学院高等学校女子サッカー部

・横浜F・マリノスサッカースクール

・ニッパツ横浜FCシーガルズ

●資格：

・日本サッカー協会公認B級コーチ

・日本サッカー協会公認審判4級



●氏名：鈴木健之

●愛称：ゴリコーチ

●役職： FCトレーロスジュニア育成コーチ

●生誕： 1984年、静岡県生まれ

●選手歴：

・横浜F・マリノス菅田ジュニアユース

・國學院久我山高校サッカー部

・國學院大學サッカー部

●指導歴：

・横浜F・マリノスサッカースクール

・神奈川県大和市トレセン

・ボンフィンFC豊島

●資格：

・日本サッカー協会公認B級コーチ

・日本サッカー協会公認審判4級

・日本サッカー協会公認キッズリーダー資格



●氏名：森谷智之

●愛称：モリヤコーチ

●役職： FCトレーロスジュニア育成コーチ

●生誕： 1966年、東京都生まれ

●指導歴：

・南池袋サッカークラブ

・明和蹴球倶楽部

・豊島区トレセンコーチ

●資格：

・日本サッカー協会公認C級コーチ

・イングランドサッカー協会公認レベル1

・オランダサッカー協会公認ベーシックコーチ



●氏名：後藤直人

●愛称：ゴッツコーチ

●役職： FCトレーロスフィジカルコーチ

●生誕： 1992年、神奈川県生まれ

●指導歴：

・慶応義塾湘南藤沢高等学校サッカー部

・法政大学第二高等学校サッカー部

・ファンルーツアカデミー

- エフプラスサッカースクール

- 関東学院大学サッカー部

●資格：

・日本サッカー協会公認C級コーチ

・日本サッカー協会公認3級審判員

・日本赤十字社救急員救急法



●氏名：比嘉駿

●愛称：ヒガコーチ

●役職： FCトレーロスゴールキーパーコーチ

●生誕： 1999年、沖縄県生まれ

●指導歴：

・FC東京サッカースクール

●資格：

・日本サッカー協会公認 C級ライセンス

・日本サッカー協会公認 3級審判員

・オランダサッカー協会公認アドバンスライセンス



●氏名：森田陽子

●愛称：モリタさん

●役職： FCトレーロス事務局



●氏名：和賀崇

●愛称：ワガコーチ

●役職： FCトレーロスアドバイザー兼城西大学サッカー部ヘッドコーチ

●生誕： 1972年、東京都生まれ

●指導歴：

・明和蹴球倶楽部ジュニアユース

・ファンルーツアカデミー

- 東京ヴェルディ1969 普及部コーチ

- TOKYO 23 FC （全日本社会人選手権大会優勝）

- 東京スポーツレクリエーション専門学校非常勤講師

- 上海洪祥サッカークラブ（中国）

- 北京八喜サッカークラブ（中国）

●資格：

・日本サッカー協会公認A級コーチ

・日本サッカー協会公認キッズリーダー資格

・KNVB（オランダサッカー協会）公認国際コーチ

・NSCAA（米国コーチ協会）公認ナショナルコーチ

・The FA （イングランドサッカー協会）公認レベル１コーチ



FCトレーロス事務局

〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1-7-26 ファンルーツパーク芦花公園内

TEL. 03-6379-8913 FAX. 03-6379-8906

メール. info@fctoreros.net

URL. www.fctoreros.net


