
※令和2年6月1日現在の予定です。

　変更の場合がございますので最新の情報については実施団体へお問い合わせください。

令和2年度公認コーチ1養成講習会

実施予定コース一覧

ID 団体名 資格 競技 期日

1 コーチ1 テニス 2020年12月～2021年1月

1 コーチ1 ソフトテニス 2020年11月～2021年1月

1 コーチ1 バレーボール 2020年9月20日～9月22日

1 コーチ1 バドミントン 2020年10月3日～10月4日

2 コーチ1 水泳 2020年9月中旬

2 コーチ1 ボウリング 2020年6月下旬～11月下旬

2 コーチ1 テニス 2020年7月上旬～12月下旬

3 コーチ1 アーチェリー 2020年11月上旬～2021年1月中旬

3 コーチ1 ソフトテニス 2020年12月上旬～2021年2月中旬

5 秋田県体育協会 コーチ1 ソフトテニス 2020年9月～11月頃

6 コーチ1 バレーボール 2020年11月中旬～12月上旬

6 コーチ1 ソフトボール 2020年10月下旬～12月上旬

6 コーチ1 相撲 2020年5月＝11月

7 コーチ1 バドミントン 2020年9月上旬～11月上旬

7 コーチ1 山岳 2020年7月上旬～2021年1月下旬

7 コーチ１ ソフトテニス 2020年9月下旬～2021年1月上旬

8 コーチ1 バレーボール 2020年7月下旬～8月下旬

8 コーチ1 山岳 2020年9月中旬～2021年1月中旬

9 栃木県体育協会 コーチ1 弓道 2020年10月下旬～2021年1月上旬

10 群馬県スポーツ協会 コーチ1 弓道 2020年10月上旬～12月中旬

11 コーチ1 バドミントン 2020年9月下旬～11月上旬

11 コーチ1 バレーボール 2020年10月初旬～10月中旬

12 コーチ1 卓球 2020年11月上旬～11月下旬

12 コーチ1 なぎなた 2020年11月中旬～12月中旬

13 コーチ1 ホッケー 2020年6月～未定

13 コーチ1 バドミントン 2020年7月～

13 コーチ1 ソフトテニス 2021年1月～2月

13 コーチ1 軟式野球 2020年11月～

13 コーチ1 山岳 2020年9月～2021年1月

13 コーチ1 スポーツクライミング 2020年7月～10月

13 コーチ1 ボウリング 2020年8月～9月

14 コーチ1 卓球 2020年8月上旬～11月下旬

14 コーチ1 フェンシング 2020年9月上旬～12月下旬

14 コーチ1 ソフトボール 2020年11月上旬～12月上旬

15 新潟県スポーツ協会 コーチ1 軟式野球 2020年11月21日～11月29日

16 コーチ1 バレーボール 2020年8月15日～16日

16 コーチ1 軟式野球 2020年11月中旬～12月上旬

19 コーチ1 弓道 2020年7月中旬～11月上旬

19 コーチ1 軟式野球 2020年8月下旬～11月中旬

19 コーチ1 バレーボール 2020年9月～12月

19 コーチ1 自転車競技 2020年10月中旬～11月下旬

19 コーチ1 ソフトボール 2020年11月上旬～12月下旬

神奈川県スポーツ協会

北海道スポーツ協会

青森県スポーツ協会

岩手県体育協会

山形県スポーツ協会

茨城県体育協会

埼玉県スポーツ協会

千葉県スポーツ協会

東京都体育協会

福島県体育協会

富山県体育協会

山梨県スポーツ協会
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実施予定コース一覧

ID 団体名 資格 競技 期日

20 コーチ1 バレーボール 2020年9月上旬～12月中旬

20 コーチ1 ボウリング 2020年10月下旬～11月上旬

20 コーチ1 バドミントン 2020年9月上旬～9月下旬

20 コーチ1 軟式野球 2020年11月下旬～12月上旬

20 コーチ1 ソフトボール 2020年10月下旬～12月中旬

20 コーチ1 スポーツクライミング 2020年11月上旬～11月下旬

21 コーチ1 水泳 2020年10月下旬～12月中旬

21 コーチ1 ソフトボール 2020年11月下旬

21 コーチ1 バレーボール 2020年10月上旬～11月下旬

22 コーチ1 バレーボール 2020年8月8日＝8月23日

22 コーチ1 フェンシング 2021年1月16日、17日

22 コーチ1 バドミントン 2020年7月11日～8月8日

23 コーチ1 バドミントン 2020年10月下旬～12月上旬

23 コーチ1 バレーボール 2020年9月上旬～12月中旬

24 三重県スポーツ協会 コーチ1 バレーボール 2020年8月下旬以降

25 コーチ1 バレーボール 2020年8月下旬～12月上旬

25 コーチ1 空手道 2020年10月31日～11月8日

26 コーチ1 バレーボール 2020年6月～11月

26 コーチ1 バドミントン 2020年10月～11月

26 コーチ1 ハンドボール 2020年7月～11月

27 コーチ1 テニス 2020年11月下旬

27 コーチ1 バレーボール 2020年7月上旬～9月下旬

27 コーチ1 山岳 2020年9月上旬～2021年2月中旬

27 コーチ1 卓球 2020年9月5日、6日

28 コーチ1 テニス 2020年11月～12月

28 コーチ1 スポーツクライミング 2020年10月24日、25日、11月1日25日～11月7日、8日

28 コーチ1 バレーボール 2020年11月29日～12月6日

28 コーチ1 軟式野球 2020年12月6日～12月20日

29 コーチ1 軟式野球 2020年11月～2021年1月

29 コーチ1 バレーボール 2020年8月～9月

29 コーチ1 バドミントン 2020年9月上旬～12月上旬

30 コーチ1 テニス 2020年11月上旬～12月下旬

30 コーチ1 バドミントン 2020年9月上旬～12月下旬

33 コーチ1 ソフトボール 2020年12月上旬～2020年12月中旬

33 コーチ1 軟式野球 2020年11月下旬～12月上旬

34 コーチ1 テニス 2020年10月～11月

34 コーチ1 空手道 2020年8月～12月

34 コーチ1 バレーボール 2020年9月～12月

34 コーチ1 なぎなた 2020年11月～12月

35 山口県体育協会 コーチ1 ソフトボール 2020年11月22日～12月20日

36 コーチ1 バレーボール 2020年6月上旬～12月中旬

36 コーチ1 トライアスロン 2021年1月上旬～2月上旬

37 コーチ1 バレーボール 2020年7月上旬～10月下旬

37 コーチ1 水泳 2020年11月中旬～12月上旬

38 愛媛県スポーツ協会 コーチ1 弓道 2020年8月下旬～12月上旬

39 コーチ1 弓道 2020年6月～2021年1月

39 コーチ1 バレーボール 2020年10月頃

39 コーチ1 ハンドボール 2020年10月～11月

大阪府スポーツ協会

長野県スポーツ協会

岐阜県スポーツ協会

静岡県スポーツ協会

愛知県スポーツ協会

京都府スポーツ協会

滋賀県スポーツ協会

兵庫県体育協会

奈良県スポーツ協会

和歌山県体育協会

岡山県スポーツ協会

広島県体育協会

徳島県スポーツ協会

香川県スポーツ協会

高知県スポーツ協会
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40 コーチ1 テニス 2020年10月下旬～11月下旬

40 コーチ1 フェンシング 2020年7月上旬～8月下旬

40 コーチ1 バドミントン 2020年12月上旬～1月上旬

40 コーチ1 ソフトテニス 2020年11月上旬～12月下旬

40 コーチ1 山岳 2020年7月中旬～2021年1月下旬

40 コーチ1 スポーツクライミング 2020年11月下旬～12月上旬

40 コーチ1 水泳 2020年11月5日、6日、12日、13日

40 コーチ1 ラグビーフットボール 2020年7月中旬～7月下旬

40 コーチ1 バレーボール 2020年10月24日、25日、11月1日

41 佐賀県スポーツ協会 コーチ1 バレーボール 2020年8月上旬～8月中旬

42 コーチ1 軟式野球 2020年12月頃

42 コーチ1 バレーボール 2020年7月～9月

43 熊本県スポーツ協会 コーチ1 バレーボール 2020年8月29日～9月5日

44 コーチ1 バレーボール 2020年9月上旬～10月下旬

44 コーチ1 軟式野球 2020年11月下旬～12月上旬

44 コーチ1 ソフトテニス 2020年12月上旬～2021年2月上旬

44 コーチ1 空手道 2020年6月上旬～2021年1月下旬

44 コーチ1 バドミントン 2020年11月上旬～12月下旬

45 コーチ1 ハンドボール 2020年7月上旬～12月下旬

45 コーチ1 軟式野球 2020年11月上旬～12月下旬

46 鹿児島県体育協会 コーチ1 カヌー 2020年10月下旬～12月下旬

47 コーチ1 ハンドボール 2020年7月上旬～10月下旬

47 コーチ1 空手道 2020年9月上旬～12月下旬

47 コーチ1 バレーボール 2020年10月上旬～11月下旬

nf-03 コーチ1 バレーボール（西会場） 2020年8月頃

nf-03 コーチ1 バレーボール（東会場） 2020年10月～11月

nf-03 コーチ1 バレーボール（福岡県） 2020年10月～11月

nf-03 コーチ1 バレーボール（奈良県） 2020年7月～2021年2月

nf-03 コーチ1 バレーボール（山形県） 2020年7月～2021年2月

nf-03 コーチ1 バレーボール（三重県） 2020年7月～2021年2月

nf-03 コーチ1 バレーボール（四国） 2020年7月～2021年2月

nf-05 日本ウエイトリフティング協会 コーチ1 ウエイトリフティング 9月19日～9月22日

nf-08 日本相撲連盟 コーチ1 相撲 2021年2月頃

nf-09 日本馬術連盟 コーチ1 馬術 2021年1月頃

nf-10 コーチ1 関東 2020年7月頃

nf-10 コーチ1 関東 2020年12月頃

nf-10 コーチ1 関西 2020年9月頃

nf-10 コーチ1 九州 2020年7月頃

nf-10 コーチ1 東海 2020年11月頃

nf-10 コーチ1 北海島 2020年11月頃

nf-13 コーチ1 アイスホッケー 2020年9月～11月

nf-13 コーチ1 アイスホッケー 2020年9月～11月

nf-13 コーチ1 アイスホッケー 2020年9月～11月

nf-14 コーチ1 カーリング（長野） 2020年9月19日～21日

nf-14 コーチ1 カーリング（北海道） 2020年11月頃

nf-15 日本パワーリフティング協会 コーチ1 パワーリフティング 2021年1月頃

nf-16 日本バイアスロン連盟 コーチ1 バイアスロン 未定

nf-17 コーチ1 チアダンス 2020年10月～12月

nf-17 コーチ1 チアリーディング 2020年10月～12月

nf-19 社会スポーツセンター コーチ1 スクーバダイビング 2020年8月頃

nf-18 日本ダンススポーツ連盟 コーチ1 ダンススポーツ 2020年11月21日～23日

nf-20 コーチ1 アメリカンフットボール 2020年7月1日～2021年1月15日

nf-20 コーチ1 アメリカンフットボール 2020年7月1日～2021年1月16日

nf-20 コーチ1 アメリカンフットボール 2020年7月1日～2021年1月17日

nf-20 コーチ1 アメリカンフットボール 2020年7月1日～2021年1月18日

nf-20 コーチ1 アメリカンフットボール 2020年7月1日～2021年1月19日

長崎県スポーツ協会

福岡県スポーツ協会

日本カーリング協会

日本チアリーディング協会

日本アメリカンフットボール協会

大分県スポーツ協会

宮崎県スポーツ協会

沖縄県スポーツ協会

日本バレーボール協会

日本ラグビーフットボール協会

日本アイスホッケー連盟


