
表彰要項第2項第1号表彰者（指導者） （保有資格は2016年4月1日現在）

No 推薦団体名　 氏名 保有資格

中津川 欣一
バレーボール上級指導員
水泳指導員

金本 利春
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

岩崎 敬夫 ソフトテニス指導員
山﨑 久造 ラグビーフットボールコーチ
佐々木 茂 陸上競技コーチ
小西 征史 アーチェリー指導員

諏訪木 秀夫 山岳上級指導員
境井 光保 水泳コーチ

中村 正志
ソフトテニスコーチ
アシスタントマネジャー

小山 直美 ジュニアスポーツ指導員
今野 寿美 カヌー指導員
佐藤 笙子 卓球上級指導員

佐々木 義宗 山岳上級コーチ
畠山 浩樹 バレーボール指導員
伊藤 綏之 柔道上級コーチ
石垣 伸介 水泳上級指導員
岡崎 郁子 水泳上級指導員
須藤 正彦 体操指導員
菊地 孝典 剣道上級指導員
松井 亮子 なぎなた指導員
尾形 一幸 山岳指導員

今泉 春雄
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー
スポーツプログラマー

髙村 卓雄 空手道指導員
木村 邦子 テニス上級指導員
平松 光子 バドミントン上級指導員
橋本 和雄 水泳上級指導員

横島 達雄
スキー上級指導員
ソフトテニス指導員

9 栃木県体育協会 若林 伸佳 ジュニアスポーツ指導員

大澤 裕正
バドミントン上級指導員
テニス上級指導員

栗原 長吉 空手道上級コーチ
牛込 益次 スキー上級指導員
柳瀬 保孝 水泳指導員
竹田 達治 ボウリングコーチ
黒沢 靜男 アーチェリー指導員
山川 巖 テニス指導員

秋元 惠美 陸上競技コーチ
伊藤 時男 バレーボール上級指導員

市野 彰俊
空手道上級指導員
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

矢島 久子 なぎなた上級指導員

遠井 和子  
テニス上級指導員
スポーツプログラマー

若井 ミサ子 スポーツプログラマー
鈴木 靜江 スポーツプログラマー
押岡 農子 ソフトテニス指導員
北 正三 ソフトテニス上級指導員

枝久保 和子 バドミントン指導員
福田 あけみ テニス指導員
芦川 寿美 なぎなたコーチ

佐々木 京子
スポーツプログラマー
アシスタントマネジャー

関口 房雄 スキー上級指導員

7

8

11

10

福島県体育協会

茨城県体育協会

埼玉県体育協会

群馬県スポーツ協会

北海道体育協会

平成28年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者

岩手県体育協会

山形県体育協会

宮城県体育協会

秋田県体育協会

青森県体育協会

1

2

3

4

5

6
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No 推薦団体名　 氏名 保有資格
宇木 博己 バレーボール上級コーチ
坂本 繁  ソフトボール上級指導員
飛田 淳子 なぎなた指導員
川邊敏明 ソフトボール上級指導員
鎌形 勇 空手道指導員

大隈 信之 セーリング上級コーチ

夏目 幸
水泳指導員
自転車競技上級コーチ

遠藤 洋 卓球上級指導員
峰岸 秀征 ソフトボール上級指導員
迫田 義人 バレーボール上級コーチ
長友 満則 馬術コーチ
篠田 正光 空手道上級指導員
飯塚 隆 なぎなたコーチ

相良 治夫 テニス上級指導員
柏木 眞子 卓球上級指導員
小阪 康司 セーリング上級指導員

茂手木 潤一 山岳上級指導員
志井 憲一 銃剣道指導員

坂田 安太郎 銃剣道上級指導員
木村 英勇  空手道上級指導員
野﨑 房江 なぎなた上級コーチ
妹尾 愛子 卓球上級指導員

吉井 由里子 なぎなたコーチ
安木 政二 水泳指導員

齊藤 登世子  水泳上級指導員
波多野 和敬 柔道上級コーチ
青山 俊夫  軟式野球指導員
菅原 壽男 柔道上級コーチ

佐藤 曻

ジュニアスポーツ指導員
スポーツプログラマー
軟式野球指導員
アシスタントマネジャー

高山 啓市  ジュニアスポーツ指導員
阿部 佳信 バドミントン上級指導員

山口 数子
体操上級指導員
バレーボール指導員

乙黒 美佐枝 バレーボール指導員
二宮 寛美 山岳上級指導員
吉岡 妙子 卓球指導員
細田 正子 ソフトテニス指導員
山岸 文典 スケートコーチ

内田 まゆみ 水泳上級コーチ

上原 信一
バレーボール指導員
ソフトボール上級指導員

井口 喜八 銃剣道指導員
伊藤 仁 空手道コーチ

大橋 良重 ゲートボール指導員
平井 清 ボウリング指導員

元起 さおり
水泳教師
水泳コーチ
クラブマネジャー

林 樹
陸上競技上級コーチ
スポーツプログラマー

作間 祥一 アーチェリー指導員
勝見 豊樹 スキー上級指導員

川原 繁樹
スキー上級指導員
ハンドボール指導員

12 千葉県体育協会

東京都体育協会

石川県体育協会

山梨県体育協会

長野県体育協会

富山県体育協会

神奈川県体育協会

13

14

15

16

17

18

                                  2



No 推薦団体名　 氏名 保有資格
矢部 清隆 テニス指導員
直江 正一 セーリング上級指導員
林 慎一郎 バスケットボール上級コーチ

中嶋 多喜雄
なぎなた指導員
剣道指導員

生島 賀寿也 ライフル射撃コーチ
都築 安夫 バレーボールコーチ
松本 達夫 ソフトボールコーチ

杉山 仁夫
体操指導員
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

加藤 敏美 山岳上級指導員
佐藤 光男 水泳上級指導員
及川 隆悦 ソフトテニス上級指導員
松下 藤平 ジュニアスポーツ指導員

伊藤 秀志
スポーツプログラマー
陸上競技指導員
ジュニアスポーツ指導員

江端 要 卓球指導員
森 靖弘  ジュニアスポーツ指導員
毛利 裕一 バレーボール上級指導員
竹川 豊 弓道上級指導員

田中 英康  陸上競技コーチ
宇野 勝彦 レスリング上級コーチ
舩越 一彦 陸上競技指導員

坂井田 元三郎 テニス上級指導員
石黒 啓一 軟式野球コーチ

鎌田 盛行
卓球指導員
アシスタントマネジャー

筒井 孝司 水泳上級コーチ
堀川 豊 空手道指導員

日比野 義和 ソフトテニス指導員
福田 浩二 水泳上級指導員
中村 孝三 スキー上級指導員
波多野 博 テニス上級指導員
山本 茂  銃剣道指導員

木田 武夫
ハンドボール指導員
ジュニアスポーツ指導員

漆谷 榮伍
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

永禮 泰博
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

中川 隆雄 ジュニアスポーツ指導員

山﨑 貞義
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー
バレーボール指導員

阿部 妙子 なぎなた上級指導員
佐道 惠子 水泳指導員
冨田 進 ソフトボール指導員
松尾 剛 テニス上級指導員

中山 昌治  卓球上級指導員
平野 武彦 剣道上級指導員
鍋島 義雄 山岳上級指導員

末政 博文
水泳コーチ
アシスタントマネジャー

梶 一雄 テニス上級指導員
深町 雅文 空手道指導員
米川 寛 ソフトテニス上級指導員

27 奈良県体育協会 坂本 晃 ウエイトリフティングコーチ
栩野 一美 ゲートボール指導員

瀬見 武博
水泳教師
水泳上級コーチ

兵庫県体育協会

大阪体育協会

岐阜県体育協会

三重県体育協会

静岡県体育協会

福井県体育協会

愛知県体育協会

京都府体育協会

和歌山県体育協会

25

26

24

28

19

20

21

23

22
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No 推薦団体名　 氏名 保有資格
杉村 正男 ボート上級指導員

椿 知夫
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

30 岡山県体育協会 尾原 真理子 水泳上級指導員
青木 義和 バドミントンコーチ
武田 守弘 テニス上級コーチ
佐藤 勝彦 水泳指導員
木藤 静雄 ラグビーフットボール上級コーチ
赤尾 文也 柔道コーチ
青木 寛 剣道上級指導員

長田 富雄 テニス上級指導員

陶山 哲夫
セーリング上級指導員
ジュニアスポーツ指導員

岩崎 義広 ソフトボール指導員
宮脇 秀夫 空手道指導員
出越 雅子 弓道指導員
多田 勝利 山岳上級指導員
中山 桂 陸上競技コーチ

越智 克昌 ソフトテニスコーチ
吉田 洋一 ボートコーチ
水上 忠温 ソフトテニス上級指導員
島﨑 勝行 アスレティックトレーナー
清水 雅明 水泳上級指導員
森本 哲 ソフトテニス上級指導員

古賀 純一 バレーボール上級指導員
岩本 誠治 水泳指導員
河野 剛 空手道上級指導員
秦 宏 ソフトボール上級指導員

田中 純彦 陸上競技指導員
鍵山 博 ライフル射撃コーチ

小森 桂樹 ラグビーフットボール指導員

北村 征彦
水泳上級教師
水泳上級コーチ

39 熊本県体育協会 門松 浩孝 ソフトボールコーチ
大河内 紘昭 バレーボール上級コーチ
大澤 ハルヱ バレーボール指導員
舟津 謹止 ソフトボール指導員
西内 重夫 空手道上級コーチ

倉元 幸一郎 弓道指導員
竹原 光則 銃剣道上級指導員
武田 敏郎 空手道指導員
北薗 季康 柔道指導員
新城 武 バレーボール指導員

仲宗根 武則 バレーボール指導員
伊波 博治 バレーボール上級指導員

44 日本水泳連盟 木下 晃次 水泳上級コーチ
45 日本セーリング連盟 斉藤 威 セーリング上級コーチ

小山 泰文 柔道上級コーチ
河部 雪男 柔道コーチ

西原 斗司男 山岳上級指導員
亀田 行宣 山岳コーチ
雨宮 節 山岳上級指導員

西川 吉重 空手道上級コーチ
小松 幸司 空手道上級コーチ
金内 紀子 カーリング上級指導員

五十嵐 衿子 カーリング上級指導員
小澤 正男 カーリング上級指導員

関口 美惠子 エアロビック教師
平野 智子 エアロビック上級指導員
今村 晶子 エアロビック上級指導員

鳥取県体育協会

日本エアロビック連盟

全日本空手道連盟

日本カーリング協会

高知県体育協会

鹿児島県体育協会

長崎県体育協会

宮崎県体育協会

沖縄県体育協会

福岡県体育協会

日本山岳協会

36

37

50

46

47

48

49

山口県体育協会

大分県体育協会

香川県体育協会

全日本柔道連盟

42

43

33

徳島県体育協会

愛媛県体育協会

32

40

38

41

34

35

29

広島県体育協会31
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表彰要項第2項第1号表彰者（スポーツドクター） （保有資格は2016年4月1日現在）

No 推薦団体名　 氏名

1 青森県体育協会 柿崎 寛

2 宮城県体育協会 佐藤 韶矩

3 松枝 朗

4 齋藤 昭

5 寺島 信也

6 茨城県体育協会 和田野 安良  

7 群馬県スポーツ協会 星野 光治

8 石川県体育協会 南 昌秀

9 静岡県体育協会 勝呂 衛

10 愛知県体育協会 浅井 敏郎

11 徳島県体育協会 清水 寛

12 愛媛県体育協会 田邉 亮介

13 福岡県体育協会 豊増 功次

14 長崎県体育協会 貞松 俊弘

15 熊本県体育協会 木原 純一

16 大分県体育協会 内田 和宏

17 鹿児島県体育協会 沖野 秀紀

平成28年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者

福島県体育協会
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表彰要項第2項第2号表彰者

Ｎｏ 推薦団体名 氏名 保有資格 指導選手名 昨年度の成績

1 北山 豊 陸上競技上級コーチ 谷井孝行 2015年北京世界陸上
50km競歩 3位

2 小坂 忠広 陸上競技指導員 谷井孝行 2015年北京世界陸上
50km競歩 3位

3 安田 文彦 陸上競技コーチ 伊藤舞 2015年北京世界陸上
マラソン7位

4 伊東 輝雄 陸上競技上級コーチ 伊藤舞
2015年北京世界陸上
マラソン7位

5 河野 匡 陸上競技コーチ 伊藤舞 2015年北京世界陸上
マラソン7位

6 平井 伯昌 水泳上級教師
水泳上級コーチ

星奈津美
2015年第16回世界水泳選手権
200mバタフライ優勝

7 道浦 健壽 水泳上級コーチ 入江陵介 2015年第16回世界水泳選手権
100m背泳ぎ6位　200m背泳ぎ4位

8 竹村 吉昭 水泳上級コーチ 渡部香生子
2015年第16回世界水泳選手権
200m平泳ぎ優勝　100m平泳ぎ4位
200m個人メドレー2位

9 梅原 孝之 水泳上級コーチ 瀬戸大也
2015年第16回世界水泳選手権
400m個人メドレー優勝

10 藤森 善弘 水泳上級コーチ 清水咲子
小関也朱篤

2015年第16回世界水泳選手権
清水咲子：400m個人メドレー6位
小関也朱篤：200メートル平泳ぎ5位

11 加藤 健志 水泳上級コーチ 金藤理絵 2015年第16回世界水泳選手権
200m平泳ぎ6位

12 奥野 景介 水泳教師
水泳上級コーチ

坂井聖人 2015年第16回世界水泳選手権
200mバタフライ4位

13 井村 雅代 水泳上級コーチ シンクロチーム 2015年第16回世界水泳選手権
デュエット4位　チーム3位　コンビネーション3位

14 花牟礼 雅美 水泳上級コーチ シンクロチーム
2015年第16回世界水泳選手権
チーム3位　コンビネーション3位

15 滝田 理砂子 水泳上級コーチ シンクロチーム
2015年第16回世界水泳選手権
チーム3位　コンビネーション3位

16 今村 俊明 スケート上級コーチ
髙木菜那
ウィリアムソン師円

2016年世界距離別スピードスケート選手権大会
髙木菜那：チームパシュート2位
ウィリアムソン師円：チームパシュート7位
　　　　　　　　　　　　 マススタート8位

17 入澤 孝一 スケート上級コーチ 佐藤綾乃
浅野実久

2016年世界ジュニアスピードスケート選手権大会
佐藤綾乃：マススタート優勝
　　　　　　 チームスプリント2位
　　　　　　 チームパシュート3位
浅野実久：チームスプリント2位

18 小林 佳乃子 スケート指導員
佐藤綾乃
浅野実久

2016年世界ジュニアスピードスケート選手権大会
佐藤綾乃：マススタート優勝
　　　　　　 チームスプリント2位
　　　　　　 チームパシュート3位
浅野実久：チームスプリント2位

19 小原 健太郎 スケート指導員 北原もえ 2016年世界ジュニアスピードスケート選手権大会
チームパシュート3位

20 和田 貴志 スケートコーチ 堀川大地 第2回ユースオリンピック冬季競技大会
スピードスケート1500ｍ2位

21 川上 隆史 スケート上級コーチ 髙橋菜那 2016年世界スピードスケート大学選手権大会
3000ｍ優勝　5000ｍ優勝　1500ｍ2位　 500ｍ3位

22 柏原 幹史 スケート上級コーチ 酒井裕唯
菊池萌水

世界ショートトラックスピードスケート選手権大会
酒井裕唯：1500ｍ5位　3000ｍリレー7位　500ｍ8位
菊池萌水：3000ｍリレー7位

23 長久保 裕
スケート上級コーチ
スケート教師

山本草太
本郷理華

山本草太：第2回ユースオリンピック冬季競技大会
　　　　　　　フィギュアスケート優勝
本郷理華：2016年世界フィギュアスケート選手権大会8位

24 成瀬 葉里子 スケート教師 山本草太
本郷理華

山本草太：第2回ユースオリンピック冬季競技大会
　　　　　　　フィギュアスケート優勝
本郷理華：2016年世界フィギュアスケート選手権大会8位

25 本郷 裕子 スケート教師
スケートコーチ

山本草太
本郷理華

山本草太：第2回ユースオリンピック冬季競技大会
　　　　　　　フィギュアスケート優勝
本郷理華：2016年世界フィギュアスケート選手権大会8位

26 濱田 美栄
スケート上級コーチ
スケート教師

本田真凜
宮原知子

本田真凜：2016年世界ジュニアフィギュアスケート
            　選手権大会優勝
宮原知子：2016年世界フィギュアスケート選手権大会5位

27 岡島 功治 スケート教師 樋口新葉 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会3位

28 佐藤 紀子 スケート教師 樋口新葉 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会3位

29 佐藤 信夫 スケート上級コーチ 浅田真央 2016年世界フィギュアスケート選手権大会7位

30 佐藤 久美子 スケート上級コーチ 浅田真央 2016年世界フィギュアスケート選手権大会7位

平成28年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者

日本水泳連盟

日本陸上競技連盟

日本スケート連盟
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Ｎｏ 推薦団体名 氏名 保有資格 指導選手名 昨年度の成績

31 石﨑 朔子 体操上級コーチ 畠山愛理　熨斗谷さくら
早川さくら

第34回新体操世界選手権　種目別3位　総合5位
2015年アジア新体操選手権　早川さくら：総合3位

32 安達 三保子 体操上級コーチ 横田葵子 第34回新体操世界選手権　種目別3位　総合5位

33 坂本 周次 体操コーチ 寺本明日香 第69回全日本選手権個人優勝

34 菅原 寛 体操コーチ 小池亜優 2015年全日本ジュニア選手権個人優勝

35 日本カーリング協会 小野寺 亮二 カーリング指導員
本橋麻里　藤澤五月
吉田知那美　鈴木夕湖
吉田夕梨花

2016年世界女子カーリング選手権2位

日本体操協会

                                  7



Ｎｏ 氏名 所属 推薦理由

1 遠藤　俊郎 山梨学院大学
日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会講師（スポーツ心理学）として、
2001年から永年にわたり指導者の育成に貢献

2 深代  千之 東京大学
日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会講師（トレーニング科学・バイ
オメカニクス）として、2001年から永年にわたり指導者の育成に貢献

3 大久保　衞
医療法人貴島会

ダイナミックスポーツ医学研究所
日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会講師（スポーツ医学・外科）とし
て、2001年から永年にわたり指導者の育成に貢献

4 桜井  伸二 中京大学
日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会講師（トレーニング科学・生理
学）として、1988年から永年にわたり指導者の育成に貢献

5 石井  直方 東京大学
日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会講師（トレーニング科学・ウエイ
ト）として、2001年から永年にわたり指導者の育成に貢献

表彰要項第2項第5号表彰者

平成28年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者
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