
指導者 （保有資格は2012年4月1日現在）

№ 推薦団体　 氏名 保有資格

1 手代木 荘司 バレーボール指導員

2 福原 尋義 ジュニアスポーツ指導員

3 清水 正澄 アマチュアボクシング上級コーチ

4 横堀 邦夫
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

5 白崎 文男 アマチュアボクシングコーチ

6 前田 済 水泳上級コーチ

7 村上 三郎 柔道上級コーチ

8 髙栁 利久 ソフトテニス上級指導員

9 佐藤 靜子 なぎなたコーチ

10 松本 忠雄 ソフトテニス指導員

11 髙橋 公治 ボート上級コーチ

12 鈴木 勝治郎
バレーボール上級指導員
バドミントン指導員
ソフトボール指導員

13 齊藤 勲 バレーボール指導員

14 奥山 信之
水泳上級教師
水泳指導員

15 田勢 一雄 水泳指導員

16 庄司 秀己
水泳上級教師
水泳上級コーチ

17 福島県体育協会 佐藤　雄次 ハンドボールコーチ

18 保坂 信子 バドミントン上級指導員

19 尾又 篤 ラグビフットボールコーチ

20 大森 對子 卓球上級指導員

21 三浦 正行 水泳上級指導員

22 白鳥 精一 バドミントン上級指導員

23 大越 勲 ソフトテニス指導員

24 島田 良子
エアロビック指導員
ソフトボール上級指導員

25 栃木県体育協会 山口 利英 ソフトテニス上級指導員

26 三越　好子 なぎなたコーチ

27 峰岸　芙美子 水泳指導員

28 角田 二三男 山岳上級指導員

29 鳥山　君夫 空手道上級指導員

30 河﨑 和代 スポーツプログラマー

31 堀越 宗一 バレーボール上級指導員

32 荒木 民子 卓球上級指導員

33 瀬戸山 ゆみ子 卓球上級指導員

34 宮村 征紀 テニス指導員

平成24年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者名簿（第1号）

北海道体育協会

青森県体育協会

岩手県体育協会

宮城県体育協会

秋田県体育協会

山形県体育協会

茨城県体育協会

群馬県スポーツ協会

埼玉県体育協会



№ 推薦団体　 氏名 保有資格

35 鷺澤 秀夫 バスケットボール上級指導員

36 佐伯 英夫 バスケットボール上級指導員

37 冨田 明 バドミントン指導員

38 竹中 睦子 テニス上級指導員

39 椿 智絵 バスケットボール指導員

40 佐藤 洋子 バドミントン上級指導員

41 井下 洪平 ソフトテニス上級指導員

42 池端 好子 ソフトテニス指導員

43 木﨑 武 ソフトテニス上級指導員

44 野村 勝 ソフトテニス上級指導員

45 栗田 秀夫 ソフトテニス指導員

46 杉山 洋子 スポーツプログラマー

47 細矢 光男 卓球上級指導員

48 山田 浩康
卓球上級指導員
スポーツプログラマー

49 村松 敏子 テニス上級指導員

50 栗原 久子 なぎなた指導員

51 田口　俊充 テニス指導員

52 飯名 剛士 ハンドボール指導員

53 髙澤 酉子 なぎなた指導員

54 張ヶ谷 昇 空手道上級指導員

55 佐藤 晴男 スキー上級指導員

56 鈴木 不似夫 弓道指導員

57 頴原 和代 なぎなたコーチ

58 網中 扶佐江 水泳上級指導員

59 宮木 康光 馬術コーチ

60 山縣 てる子 ジュニアスポーツ指導員

61 島野 康 空手道コーチ

62 須田 節子 卓球指導員

63 小野 輝夫 卓球指導員

64 小松 亜生彦 山岳上級指導員

65 小林 道惠 体操上級指導員

66 靑木 美枝子
体操上級指導員
スポーツプログラマー

67 長井 渉 卓球上級指導員

68 小林 裕己 山岳上級指導員

69 渡辺 徳之 スポーツプログラマー

70 萩原 要
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

71 髙橋 忠人 卓球指導員

72 中澤 豊
ソフトテニス上級指導員
ゲートボール指導員
アシスタントマネジャー

73 成田 詮 ソフトテニス上級指導員

千葉県体育協会

埼玉県体育協会

東京都体育協会

神奈川県体育協会

山梨県体育協会

長野県体育協会



№ 推薦団体　 氏名 保有資格

74 長野県体育協会 五明　忠雄 スキー上級指導員

75 谷 庄作 バドミントン指導員

76 吉川 哲二
テニス指導員
ジュニアスポーツ指導員

77 広瀬 弘 山岳指導員

78 竹島 正隆 ソフトボール上級コーチ

79 越川 恭明 バレーボール上級指導員

80 加藤 治 スキーコーチ

81 山下 浩雅 水泳指導員

82 久下　恭功 サッカー上級コーチ（A級コーチ）

83 片岡 雅彦 陸上競技上級コーチ

84 津田 洋道 バスケットボール上級コーチ

85 河村 三智夫 ジュニアスポーツ指導員

86 岡部 弘 ソフトテニス上級指導員

87 松下 栄子 水泳指導員

88 鳥居 茂紀 水泳指導員

89 早川 秀雄 水泳指導員

90 寺尾 心一 ジュニアスポーツ指導員

91 工藤 誠志 山岳上級指導員

92 工藤 紀代 山岳上級指導員

93 安藤 治雄 ジュニアスポーツ指導員

94 岡野 勝義 ジュニアスポーツ指導員

95 熊谷 幸洋 柔道コーチ

96 八木 悦子 スケート指導員

97 伊藤 三四郎 柔道指導員

98 難波　邦雄 サッカー上級コーチ（A級コーチ）

99 上田 一男 バレーボール上級指導員

100 奥村 勝己 バレーボール上級コーチ

101 秋松 成喜 ソフトテニス上級指導員

102 小池 隆治 水泳上級コーチ

103 渡辺 義昭 空手道上級コーチ

104 一木 励子 バレーボール指導員

105 中神 克夫 弓道コーチ

106 天野 髙廣 卓球上級指導員

107 藤吉 純一 卓球上級指導員

108 山崎 茂男 空手道上級指導員

109 中須賀 弘正 ソフトボール上級指導員

110 比良岡 利夫 バレーボール上級コーチ

111 川村 利和 スキー上級指導員

112 中嶋 常晴 ソフトボール指導員

113 藤井 正悟 水泳上級指導員

114 宮本 敏信 ソフトテニス上級指導員

115 後藤 憲介 ソフトテニス上級指導員

116 小川 睦 なぎなた指導員

富山県体育協会

石川県体育協会

福井県体育協会

愛知県体育協会

滋賀県体育協会

京都府体育協会

静岡県体育協会

静岡県体育協会



№ 推薦団体　 氏名 保有資格

117 中田 勝利 陸上競技上級コーチ

118 北岡　大覺 ハンドボール上級コーチ

119 土井 秀和 ハンドボール上級コーチ

120 丸井 一人 ハンドボールコーチ

121 安田 忠司 卓球指導員

122 西岡 由行 卓球上級指導員

123 藤井 芳子 テニス指導員

124 先山 和則
ジュニアスポーツ指導員
バレーボール指導員

125 入澤 和彦 カヌーコーチ

126 柏 孝明 陸上競技コーチ

127 西口 政雄 陸上競技上級コーチ

128 高橋 啓子 バレーボール指導員

129 宮本 義夫 バドミントン指導員

130 内山 幸光 ソフトテニス上級指導員

131 武久 慎一 テニス上級コーチ

132 平中 政明 ソフトボール上級コーチ

133 深町 芳洋 弓道コーチ

134 山下 進
空手道上級コーチ
ソフトテニス指導員

135 久保 定夫
空手道上級コーチ
アシスタントマネジャー

136 白川 初子 バレーボール上級指導員

137 尾崎 和秀 ソフトテニス上級指導員

138 髙木 謙治 柔道コーチ

139 中津 周二
柔道コーチ
スポーツプログラマー

140 上田 一雄 軟式野球指導員

141 深川 和子 ソフトテニス上級指導員

142 谷本 嘉伸 スキー上級指導員

143 大畠 健二 ソフトテニス上級指導員

144 鶴岡 勝郎 卓球コーチ

145 高橋 正一 ジュニアスポーツ指導員

146 志手 清晴
陸上競技指導員
アシスタントマネジャー

147 倉光 嘉一 バレーボールコーチ

148 花見 裕子 なぎなた指導員

149 八木 雅夫 陸上競技コーチ

150 松田 紀文 陸上競技上級コーチ

151 重松 隆
水泳教師
水泳コーチ

152 佐賀県体育協会 福田 芳生 陸上競技指導員

153 山口 一成 バレーボール上級指導員

154 栁原 文代 卓球上級指導員

大阪体育協会

兵庫県体育協会

和歌山県体育協会

鳥取県体育協会

広島県体育協会

山口県体育協会

香川県体育協会

徳島県体育協会

愛媛県体育協会

高知県体育協会

福岡県体育協会

長崎県体育協会



№ 推薦団体　 氏名 保有資格

155 鶴田 健 バスケットボールコーチ

156 大塚 幸夫 ソフトボール指導員

157 大木 生児
水泳指導員
アシスタントマネジャー

158 田島 正博
ジュニアスポーツ指導員
体操指導員

159 土寄 廣勝 陸上競技上級指導員

160 石﨑 陽一 ソフトテニス指導員

161 福迫　司男
空手道上級指導員
アシスタントマネージャー
ジュニアスポーツ指導員

162 福重　澄雄 水泳上級指導員

163 南　一雄 弓道上級指導員

164 堀之内　俊隆 柔道コーチ

165 与那原 良明 バレーボール指導員

166 喜友名 朝一 ボウリング指導員

167 黒島 宣昭 ハンドボールコーチ

168 松浦 孝
水泳上級教師
水泳コーチ

169 宮本 憲二 水泳上級指導員

170 寺岡 祥子 水泳コーチ

171  日本テニス協会 橋爪 功
テニス上級指導員
テニス教師

172  日本ハンドボール協会 村松　誠 ハンドボール上級コーチ

173 原口　明夫 軟式野球上級コーチ

174 田口　裕隆 軟式野球コーチ

175 平﨑　末光 軟式野球コーチ

176 上野 裕一 ラグビフットボール上級コーチ

177 天野 寛之 ラグビフットボール上級コーチ

178 北村 憲彦 山岳上級指導員

179 山本 一夫
山岳上級コーチ
アシスタントマネジャー

180 加藤 正之 山岳上級指導員

181 髙井　良純 空手道上級コーチ

182 村上 和定
空手道上級コーチ
ジュニアスポーツ指導員

熊本県体育協会

日本ラグビーフットボール協会

 日本山岳協会

 全日本空手道連盟

大分県体育協会

宮崎県体育協会

鹿児島県体育協会

沖縄県体育協会

 日本水泳連盟

 全日本軟式野球連盟



スポーツドクター

№ 推薦団体 氏名

1 青森県体育協会 松尾　博由

2 結城　正明

3 毛利　勝也

4 田中　義

5 石北　敏一

6 千葉県体育協会 萩原　雅司

7 長野県体育協会 吉松　俊一

8 石川県体育協会 竹内　尚人

9 福井県体育協会 林　正岳

10 愛知県体育協会 伊藤　靖

11 島根県体育協会 木原　清

12 藤井　充

13 河野　洋平

14 福岡県体育協会 上田　惠亮

15 長崎県体育協会 新見　俊明

16 熊本県体育協会 岡　啓嗣郎

17 宮崎県体育協会 河野　雅行

18 沖縄県体育協会 上原　健志

19 田中　寿一

20 関　純

山形県体育協会

群馬県スポーツ協会

愛媛県体育協会

日本サッカー協会

平成24年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者名簿（第１号）

20 関　純

21 日本テニス協会 及能　茂道

日本サッカー協会



（保有資格は2012年4月1日現在）

№ 推薦団体 氏名 保有資格 昨年度の成績

1 日本水泳連盟 久世　由美子 水泳上級コーチ

指導選手：松田丈志／成績：第14回世界水泳選
手権大会（2011/上海）200mバタフライ2位、4×
200mフリーリレー7位、4×100mメドレーリレー4
位

2 日本水泳連盟 田中　孝夫
水泳上級教師
水泳上級コーチ

指導選手：宮本陽輔／成績：第14回世界水泳選
手権大会（2011/上海）1500m自由形8位

3 日本水泳連盟 平井　伯昌
水泳上級教師
水泳上級コーチ

指導選手：上田　春佳／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）4×100mフリーリレー7
位、4×100mメドレーリレー5位
指導選手：寺川　綾／成績：第14回世界水泳選
手権大会（2011/上海）50m背泳ぎ2位、100m背
泳ぎ5位、4×100mメドレーリレー5位
指導選手：加藤　ゆか／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）50mバタフライ6位、4×
100mメドレーリレー5位

4 日本水泳連盟 小茂田　猛 水泳上級コーチ
指導選手：内田　翔／成績：第14回世界水泳選
手権大会（2011/上海）4×200mフリーリレー7位

5 日本水泳連盟 花牟礼　雅美 水泳上級コーチ

指導選手：足立　夢実／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）シンクロナイズドスイミ
ング　ソロテクニカル5位、ソロフリー5位、チーム
テクニカル5位、チームフリー5位
指導選手：酒井　麻里子／成績：第14回世界水
泳選手権大会（2011/上海）シンクロナイズドスイ
ミング　チームテクニカル5位、チームフリー5位
指導選手：三井　梨紗子／成績：第14回世界水
泳選手権大会（2011/上海）シンクロナイズドスイ
ミング　チームテクニカル5位、チームフリー5位
指導選手：荒井　美帆／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）シンクロナイズドスイミ
ング　チームテクニカル5位

6 日本水泳連盟 神田　忠彦
水泳教師
水泳上級コーチ

指導選手：鈴木　聡美／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）4×100mメドレーリレー
5位

7 日本水泳連盟 高木　清三
水泳コーチ
スキー上級指導
員

指導選手：小堀　勇氣／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）4×200mフリーリレー7
位

8 日本水泳連盟 中村　鈴子 水泳上級コーチ

指導選手：糸山　真与／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）チームテクニカル5位、
チームフリー5位
指導選手：箱山　愛香／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）チームテクニカル5位、
チームフリー5位

平成24年度公認スポーツ指導者等表彰　受賞者名簿（第2号）



№ 推薦団体 氏名 保有資格 昨年度の成績

9 日本水泳連盟 鈴木　陽二 水泳上級コーチ

指導選手：伊藤　華英／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）4×100mフリーリレー7
位
指導選手：渡邉　一樹／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）200m背泳ぎ8位

10 日本水泳連盟 藤森　善弘 水泳上級コーチ

指導選手：堀畑　裕也／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）200m個人メドレー8位、
400m個人メドレー3位
指導選手：松本　弥生／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）4×100mフリーリレー7
位、4×100mメドレーリレー5位

11 日本水泳連盟 道浦 健壽 水泳上級コーチ

指導選手：入江　陵介／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）100m背泳ぎ3位、200m
背泳ぎ2位、4×100mメドレーリレー4位
指導選手：奥村　幸大／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）4×200mフリーリレー7
位

12 日本水泳連盟 吉田　美保 水泳上級コーチ

指導選手：乾　友紀子／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）デュエットテクニカル5
位、デュエットフリー5位、チームテクニカル5位、
チームフリー5位
指導選手：小林　千紗／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）デュエットテクニカル5
位、デュエットフリー5位、チームテクニカル5位、
チームフリー5位
指導選手：中村　麻衣／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）チームテクニカル5位、
チームフリー5位
指導選手：吉田　胡桃／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）チームテクニカル5位、
チームフリー5位
指導選手：川合　結万／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）チームフリー5位

13 日本水泳連盟 加藤　健志 水泳上級コーチ
指導選手：金藤　理絵／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）200m平泳ぎ5位

14 日本水泳連盟 佐々木　祐一郎 水泳上級コーチ
指導選手：長谷川　菜月／成績：第14回世界水
泳選手権大会（2011/上海）4×100mフリーリレー
7位

15 日本水泳連盟 萬久　博敏 水泳上級コーチ
指導選手：藤井　拓郎／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）100mバタフライ5位、4
×100mメドレーリレー4位

16 日本水泳連盟 原田　良勝 水泳コーチ
指導選手：星　奈津美／成績：第14回世界水泳
選手権大会（2011/上海）200mバタフライ4位

17 日本水泳連盟 高城　直基 水泳コーチ
指導選手：立石　諒／成績：第14回世界水泳選
手権大会（2011/上海）4×100mメドレーリレー4
位



（所属は2012年4月1日現在）

№ 氏名 推薦理由 所属

1 鈴木　壯
公認スポーツ指導者養成講習会スポーツ心
理学　講師（1991年～）

岐阜大学

2 武者　春樹
公認スポーツ指導者養成講習会スポーツ医
学（内科）　講師（1988年～）

聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

3 筒井　廣明
公認スポーツ指導者養成講習会スポーツ医
学（外科）　講師（1996年～）

昭和大学藤が丘
リハビリテーション病院
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