
※令和３年８月時点での開催予定です。
　 変更の可能性がございますので最新の情報は実施団体にお問い合わせください。

令和３年度公認コーチ１養成講習会
実施予定コース一覧（競技順）

競技 実施団体名 資格 開催予定期日
アーチェリー 岩手県体育協会 コーチ１ 2021年11月～2022年1月
アイスホッケー 栃木県スポーツ協会 コーチ１ 2021年6月上旬～8月下旬

アメリカンフットボール 日本アメリカンフットボール協会 コーチ１ 未定

ウエイトリフティング 日本ウエイトリフティング協会 コーチ１ 2021年9月頃
オリエンテーリング 日本オリエンテーリング協会 コーチ１ 2021年8月頃

日本カーリング協会 コーチ１ 岩手県会場（2021年9月頃）
日本カーリング協会 コーチ１ 広島県会場（2021年11月頃）
栃木県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月上旬～12月下旬
京都府スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月下旬～12月上旬
広島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月～11月
徳島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月下旬～11月下旬
長崎県スポーツ協会 コーチ１ 未定
沖縄県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月～12月
神奈川県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月10日～2021年11月20日
静岡県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月24日～9月18日
岐阜県スポーツ協会 コーチ１ 2021年6月5日～12月4日
香川県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月中旬～12月中旬
愛媛県スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月上旬～11月下旬
鹿児島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月上旬～9月初旬

クレー射撃 日本クレー射撃協会 コーチ１ 未定
全日本剣道連盟 コーチ１ 滋賀県会場（2021年7月頃）
全日本剣道連盟 コーチ１ 岩手県会場（2021年10月頃）
全日本剣道連盟 コーチ１ 香川県会場（2021年12月頃）
全日本剣道連盟 コーチ１ 長崎県会場（2022年1月頃）
全日本剣道連盟 コーチ１ 千葉県会場（2022年1月～３月）

ゴルフ 日本ゴルフ協会 コーチ１ 2021年12月7日～10日
宮城県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月1日～8月3日
福島県体育協会 コーチ１ 2021年6月下旬～2022年1月下旬

埼玉県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月上旬～11月下旬
東京都体育協会 コーチ１ 2021年8月31日～1月23日

大阪府スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月上旬～2月上旬
山口県体育協会 コーチ１ 未定

沖縄県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月～8月
全日本銃剣道連盟 コーチ１ 鳥取県会場（2021年10月29日～31日）
全日本銃剣道連盟 コーチ１ 青森県会場（2021年11月21日～23日）
青森県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月18日～20日
埼玉県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月上旬～11月下旬
山梨県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月～12月頃
新潟県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月上旬～10月下旬
岐阜県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月26日～12月12日
滋賀県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月～11月
香川県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月中旬～12月中旬
愛媛県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月中旬～11下旬
福岡県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月上旬
鹿児島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月上旬～10月中旬

スクーバ・ダイビング 社会スポーツセンター コーチ１ 2021年8月頃
茨城県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月中旬～9月中旬
千葉県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月
東京都体育協会 コーチ１ 2021年10月
長野県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月上旬～11月下旬
福井県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月下旬～8月下旬
兵庫県体育協会 コーチ１ 2021年10月23日～11月7日

福岡県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月下旬～12月上旬
相撲 日本相撲連盟 コーチ１ 2022年2月頃

北海道スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月～2022年1月
茨城県スポーツ協会 コーチ１ 2021年12月上旬～2022年1月下旬
埼玉県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月上旬～12月中旬
長野県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月中旬～10月中旬
石川県体育協会 コーチ１ 2021年11月～2022年1月

福岡県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月～12月上旬
大分県スポーツ協会 コーチ１ 2022年1月中旬～2月中旬
秋田県体育協会 コーチ１ 2021年11月～12月

千葉県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月～12月
東京都体育協会 コーチ１ 2021年11月中旬～12月上旬

神奈川県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月

新潟県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月上旬～12月下旬
長野県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月中旬～12月中旬
富山県体育協会 コーチ１ 2021年10月～12月
石川県体育協会 コーチ１ 2021年11月上旬～12月上旬

愛知県スポーツ協会 コーチ１ 2021年12月4日～11日
三重県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月～12月
岐阜県スポーツ協会 コーチ１ 2021年12月
岡山県スポーツ協会 コーチ１ 2021年12月上旬～12月下旬
福岡県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月～11月下旬
佐賀県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月上旬～8月下旬
熊本県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月中旬～12月下旬
大分県スポーツ協会 コーチ１ 2021年12月
沖縄県スポーツ協会 コーチ１ 2021年5月上旬～10月下旬
神奈川県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月18日～2021年9月5日
大阪府スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月4日・5日

綱引 日本綱引連盟 コーチ１ 2021年8月～2022年1月頃
青森県スポーツ協会 コーチ１ 2022年2月14日
大阪府スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月中旬～下旬
兵庫県体育協会 コーチ１ 2021年11月27日～28日

広島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年12月～1月上旬

福井県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月以降
徳島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月上旬～11月下旬
兵庫県体育協会 コーチ１ 2021年10月～11月

広島県スポーツ協会 コーチ１ 未定
愛媛県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月上旬～12月下旬
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※令和３年８月時点での開催予定です。
　 変更の可能性がございますので最新の情報は実施団体にお問い合わせください。

令和３年度公認コーチ１養成講習会
実施予定コース一覧（競技順）

競技 実施団体名 資格 開催予定期日
東京都体育協会 コーチ１ 2021年11月20日～11月28日

神奈川県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月～12月
新潟県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月下旬～11月下旬

兵庫県体育協会 コーチ１ 2021年11月～12月

奈良県スポーツ協会 コーチ１ 2021年12月～2022年1月
広島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月下旬～12月上旬
高知県スポーツ協会 コーチ１ 未定
長崎県スポーツ協会 コーチ１ 2021年12月上旬～下旬
大分県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月上旬～12月下旬
沖縄県スポーツ協会 コーチ１ 未定

馬術 日本馬術連盟 コーチ１ 2022年1月頃
北海道スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月～10月
岩手県体育協会 コーチ１ 2021年12月～2022年1月

茨城県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月下旬～8月下旬
埼玉県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月上旬～下旬
千葉県スポーツ協会 コーチ１ 未定
東京都体育協会 コーチ１ 2021年６月～７月
長野県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月中旬～9月下旬
静岡県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月~8月
愛知県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月上旬～12月上旬
三重県スポーツ協会 コーチ１ 2022年1月
和歌山県体育協会 コーチ１ 2021年10月上旬
沖縄県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月上旬～11月下旬
北海道スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月
山形県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月下旬～12月上旬
埼玉県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月上旬～11月下旬
千葉県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9～10月
東京都体育協会 コーチ１ 2021年8月中旬

神奈川県スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月
新潟県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月上旬～9月下旬
長野県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月上旬～12月中旬
富山県体育協会 コーチ１ 2021年8月中旬

愛知県スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月下旬～12月中旬
三重県スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月
岐阜県スポーツ協会 コーチ１ 2021年10月上旬～12月上旬
京都府スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月下旬～12月上旬
大阪府スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月中旬～12月上旬
兵庫県体育協会 コーチ１ 2021年11月～12月

奈良県スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月～9月
鳥取県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月～11月
岡山県スポーツ協会 コーチ１ 2021年6月上旬～11月下旬
広島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月～12月
香川県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月上旬～10月下旬
徳島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月上旬～12月中旬
愛媛県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月下旬～12月上旬
佐賀県スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月上旬～9月下旬
熊本県スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月下旬～9月上旬
大分県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月上旬～2022年1月下旬
鹿児島県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月下旬～10月下旬
沖縄県スポーツ協会 コーチ１ 2021年11月下旬

パワーリフティング 日本パワーリフティング協会 コーチ１ 2022月1月頃

東京都体育協会 コーチ１ 2021年12月～
富山県体育協会 コーチ１ 2021年7月上旬～8月下旬
静岡県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月~8月
岡山県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月上旬～12月下旬
山口県体育協会 コーチ１ 2021年8月～1月

熊本県スポーツ協会 コーチ１ 2021年７月～12月
滋賀県スポーツ協会 コーチ１ 2021年6月～11月
福岡県スポーツ協会 コーチ１ 2021年7月～8月下旬

青森県スポーツ協会 コーチ１ 2021年9月中旬～10月上旬

東京都体育協会 コーチ１ 2021年8月～
岐阜県スポーツ協会 コーチ１ 2021年8月1日～8月31日
鳥取県スポーツ協会 コーチ１ 2021年6月～11月

ボート 日本ボート協会 コーチ１ 未定（2021年6月以降）
東京都体育協会 コーチ１ 2021年9月～11月
和歌山県体育協会 コーチ１ 11月上旬～12月下旬

日本ラグビーフットボール協会 コーチ１ 関東会場（2021年12月～2022年1月）
日本ラグビーフットボール協会 コーチ１ 関西会場（2022年1月）
日本ラグビーフットボール協会 コーチ１ 九州会場（2022年1月）
日本ラグビーフットボール協会 コーチ１ 北海道会場（2021年10月）
日本ラグビーフットボール協会 コーチ１ 愛知県会場（2021年11月）
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