
指導者 （保有資格は2015年4月1日現在）

No 推薦団体名　 氏名 保有資格
長谷 辰美 バレーボール上級指導員
佐々木 裕行 ソフトテニス指導員  
貝森 将之 バドミントン上級指導員
沼澤 憲三 ソフトボール指導員
服部 一雄 山岳コーチ
川越 流美子 なぎなた指導員
吉田 几生 ボウリング指導員
古澤 勝三 山岳上級コーチ
金子 力 バスケットボールコーチ  
佐々木 正春 ラグビーフットボール上級コーチ
佐藤 誠一  ジュニアスポーツ指導員
小松 武美 ソフトテニス上級指導員
越後谷 真悦 バレーボールコーチ
伊藤 聡 フェンシングコーチ

村岡 明正
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

齋藤 秀樹 水泳上級コーチ
山本 絵里子 水泳上級教師
泉 博文 自転車競技コーチ
鈴木 正廣 ソフトボール上級指導員
小笠原 博 空手道上級コーチ  
遠藤 央 ジュニアスポーツ指導員
蒲倉 久夫 ソフトボール上級指導員
近藤 康雄 水泳指導員

櫻井 孝之
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

梅村 恒雄
剣道上級指導員
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

舛井 幸子 水泳上級指導員
安 長子 なぎなた指導員

髙野 照代
卓球指導員
アシスタントマネジャー

村田 孝

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

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

安田 里子 山岳指導員
萩原 壮児 スキー上級指導員
スキー上級教師
千吉良 安行 アーチェリー指導員
石崎 久夫 アーチェリー指導員
柴田 シズ江 バドミントン上級指導員
佐藤 美和子 バレーボール上級指導員
佐宗 学 バレーボール指導員
大川 順子 ソフトテニス指導員
雪平 雅彦 バドミントン指導員
久保田 正之 バレーボール上級指導員
土田 利男 テニス指導員
設楽 敦子 バスケットボール指導員  
高橋 洋美 バスケットボール指導員
堀口 幸夫 ソフトテニス指導員
中里 歌子 なぎなた指導員
境田 こずえ 水泳上級指導員
栁澤 喜春 卓球指導員

7

8

9

10

11

北海道体育協会

平成27年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者名簿（1号）

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

福島県体育協会

茨城県体育協会

栃木県体育協会

群馬県スポーツ協会

埼玉県体育協会
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No 推薦団体名　 氏名 保有資格
菊地 幹樹 テニス指導員
石川 和 なぎなた上級指導員

稲葉 幸子
なぎなた指導員
ジュニアスポーツ指導員

扇谷 ミユキ スポーツプログラマー
野平 浩明  卓球上級指導員  
堀 孝司 テニス指導員
阿部 京子 水泳コーチ
神田 實 空手道上級指導員
村田 美智世 水泳上級指導員
長田 稔 馬術コーチ
殿川 宣勝 バドミントンコーチ
木村 勇 空手道上級指導員
森谷 美可 空手道上級コーチ

相川 祐一郎
テニス上級教師
テニス上級指導員

市川 文一 空手道上級コーチ  
大河原 正生 銃剣道指導員  
倉又 明美 なぎなたコーチ
深谷 絹代 バドミントン指導員
臼井 孝 ラグビーフットボール指導員
植田 登喜子 なぎなた指導員
杉山 伊久雄 バドミントン上級指導員
清水 静子 体操上級指導員
荻野 陽子 体操指導員
瀧本 幸文 テニス指導員

半田 昌一
バレーボール指導員
陸上競技上級コーチ
スポーツプログラマー

角田 明美 なぎなた指導員
堀井 長光 ソフトボール上級指導員

金丸 十七春
柔道コーチ
ジュニアスポーツ指導員

今村 俊明 スケート上級コーチ

石井 孝男
水泳コーチ
水泳上級教師

塚田 修三 柔道コーチ
矢島 宏 ソフトボールコーチ
北澤 幸尚 バドミントン指導員
森本 美佐子 なぎなた上級コーチ
根橋 寛 空手道コーチ
藤村 侯夫 アスレティックトレーナー
飛田 昌広 ホッケー上級コーチ
清水 潔 卓球コーチ
山田 正雄 銃剣道上級指導員
石川 公文 空手道上級コーチ

吉川 勇
バスケットボール指導員
ボウリング指導員

田辺 義郎 ボートコーチ
桑原 義喜 銃剣道上級指導員
前田 博司 カヌーコーチ
笠井 弘昭 バスケットボールコーチ
松岡 壮 山岳上級指導員
勝又 裕司 山岳指導員
村松 康 水泳指導員
市川 博 ソフトテニス指導員
土岐 美津枝 水泳指導員
村田 純二 バレーボール指導員
伊藤 友順 空手道指導員

一柳 達幸
スキー上級指導員
スキー上級教師

渕元 魏 弓道コーチ
武田 正雄 バドミントン上級指導員
白井 雅博 ソフトボール上級指導員

小林 すみ子
水泳上級指導員
水泳上級教師

鬼頭 節子 バレーボール上級指導員

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

東京都体育協会

石川県体育協会

静岡県体育協会

山梨県体育協会

長野県体育協会

富山県体育協会

福井県体育協会

愛知県体育協会

神奈川県体育協会

千葉県体育協会
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No 推薦団体名　 氏名 保有資格
大川 智子  バドミントン指導員

牧野 友紀
バドミントンコーチ
ジュニアスポーツ指導員

清水 外治 水泳指導員
熊田 章甫 ソフトテニス上級コーチ
高山 禮爾 ソフトテニス上級指導員  
玉井 康弌 相撲指導員  
小倉 新司 陸上競技上級コーチ  

24 滋賀県体育協会 饗場 忠佳
ボートコーチ
カヌーコーチ

25 京都府体育協会 奥 芳文 水泳指導員
岩﨑 洋一 セーリング上級コーチ

松尾 孝義
テニス上級指導員
スポーツプログラマー

河野 邦夫
ジュニアスポーツ指導員
クラブマネジャー

斉喜 博美 ジュニアスポーツ指導員  

中西 一郎
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

井上 功 テニス上級指導員

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

谷口 和洋 ジュニアスポーツ指導員

藤村 正二郎
ジュニアスポーツ指導員
空手道コーチ

黒田 誠 ジュニアスポーツ指導員
中川 一行 ジュニアスポーツ指導員
奥村 廣孝 空手道上級コーチ
神園 修二 ジュニアスポーツ指導員  

上薗 修一
バレーボール上級指導員
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

西山 克子 ソフトテニス上級指導員
若林 裕子 卓球上級指導員
市村 治彦 ソフトテニス指導員
小島 勝義  剣道指導員
松岡 陽子 なぎなた指導員
髙山 道喜 バドミントン上級指導員
小野 三恵 バレーボール上級指導員  
櫻井 誠一 水泳上級指導員
新田 とも枝 卓球上級指導員
濱野 泰嘉 ソフトテニスコーチ
西川 正行 剣道上級指導員

28 奈良県体育協会 道下 健一 ウエイトリフティング指導員
29 和歌山県体育協会 吉田 儀人 水泳上級コーチ

河合 登 山岳上級指導員
中山 三枝 空手道上級コーチ  

31 岡山県体育協会 石田 由美子 水泳上級指導員
32 山口県体育協会 守田 信晃 柔道コーチ

西谷 友良 体操指導員
松本 裕司 柔道コーチ
近藤 正文 弓道コーチ
穴田 清美 なぎなたコーチ
鈴木 泰仁 弓道指導員
森本 祥史 アーチェリー上級指導員
大垣 賢二 スキー上級指導員
谷口 治義 ボート上級コーチ
篠崎 英夫 ゲートボール指導員
西 徹夫 体操上級コーチ
松岡 みのり ソフトテニス上級指導員
野中 明 陸上競技指導員  
中村 達志 陸上競技上級コーチ
秀村 純夫 卓球上級コーチ
早野 政治 馬術コーチ
関屋 嘉治 空手道上級コーチ  
木下 俊一 バレーボール上級コーチ  

33

34

35

36

37

26

22

27

30

23

香川県体育協会

高知県体育協会

徳島県体育協会

福岡県体育協会

愛媛県体育協会

兵庫県体育協会

大阪体育協会

岐阜県体育協会

鳥取県体育協会

三重県体育協会

                                  3



No 推薦団体名　 氏名 保有資格
円城寺 文雄 バドミントン指導員
畑瀬 忠 陸上競技指導員
増山 節美 バレーボール上級指導員
末續 末光 陸上競技上級指導員
浅井 英昭 バレーボール上級指導員
植田 清行 ソフトボール指導員
藏田 照男 ゲートボール指導員
河野 和久 空手道上級コーチ
福間 秀憲 サッカー指導員
青木 壽男 空手道上級指導員
瑞慶覧 武 バレーボール指導員  

宮里 真行
バレーボール上級指導員
スポーツプログラマー

新垣 淳二 バレーボール上級コーチ
西銘 進  バレーボール上級コーチ 
後条 孟 軟式野球指導員
鶴 登 軟式野球指導員
吉田 惠子 エアロビック上級指導員

佐々木 喜栄子
エアロビック上級指導員
スポーツプログラマー

佐久本 嗣男 空手道上級コーチ
信川 邦明 空手道上級コーチ
小林 正男 カーリング上級指導員
長田 宗正 カーリング上級指導員
佐藤 成子 カーリング上級指導員

38

39

40

46

41

42

43

44

45

全日本軟式野球連盟

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

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

佐賀県体育協会
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スポーツドクター （保有資格は2015年4月1日現在）

No 推薦団体名　 氏名

1 青森県体育協会 村上 信子

2 岩手県体育協会 中島 達雄

3 正田 裕一

4 宇野 治夫

5 田中 宏和

6 石川県体育協会 森下 裕

7 秋山 義明 

8 芳村 直

9 愛知県体育協会 神谷 次男

10 木村 隆

11 北村 博之

12 鳥取県体育協会 清水 正人

13 山口県体育協会 嶋元 徹

14 愛媛県体育協会 佐々木 徹

15 福岡県体育協会 高村 和幸

16 長崎県体育協会 柴田 英徳

17 熊本県体育協会 井上 誠一

18 大分県体育協会 谷口 邦子

19 鹿児島県体育協会 堂園 光一郎

滋賀県体育協会

平成27年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者名簿（1号）

群馬県スポーツ協会

静岡県体育協会



（保有資格は2015年4月1日現在）
Ｎｏ 推薦団体名 氏名 保有資格 指導選手名 昨年度の成績

1 平井 伯昌
水泳上級教師
水泳上級コーチ

萩野公介
内田美希
地田麻未

2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
萩野公介選手（200m自由形優勝、200m個人ﾒﾄﾞ
ﾚｰ優勝、400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝、男子800mリレー
優勝）
内田美希選手（50m自由形2位、100m自由形3位）
地田麻未選手（800m自由形3位）

2 山田 裕一 水泳上級コーチ 古賀淳也
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
50m背泳ぎ優勝

3 道浦 健壽 水泳上級コーチ 入江陵介
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
100m背泳ぎ優勝、200m背泳ぎ優勝、50m背泳ぎ2
位

4 神田 忠彦
水泳教師
水泳上級コーチ

鈴木聡美
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
50m平泳ぎ優勝

5 竹村 吉昭 水泳上級コーチ 渡部香生子
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
200m平泳ぎ優勝、100m平泳ぎ2位、200m個人ﾒﾄﾞ
ﾚｰ2位

6 梅原 孝之 水泳上級コーチ 瀬戸大也
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
200mバタフライで優勝、400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ3位

7 久世 由美子 水泳上級コーチ 松田丈志
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
男子800mリレーで優勝

8 高橋 雄介 水泳上級コーチ 塩浦慎理
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
50m自由形2位、100m自由形2位

9 藤森 善弘 水泳上級コーチ 

赤瀬紗也香
五十嵐千尋
小関也朱
藤森太将

2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
赤瀬紗也香選手（200m背泳ぎ優勝）
五十嵐千尋選手（200m自由形2位）
小関也朱篤選手（50m平泳ぎ2位、100m平泳ぎ2
位、200m平泳ぎ3位）
藤森太将選手（200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ2位）
清水咲子選手（400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ）

10 田中 孝夫
水泳上級教師
水泳上級コーチ

山本耕平
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
1500m自由形2位

11 加藤 健志 水泳上級コーチ  金藤理絵
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
200m平泳ぎ2位

12 鈴木 陽二 水泳上級コーチ 平井健太
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
50m自由形3位

13 原田 良勝 水泳上級コーチ 星奈津美
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
200mバタフライ2位

14 奥野 景介
水泳教師
水泳上級コーチ

中村克
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
男子400mリレー2位

15 井村 雅代 水泳上級コーチ シンクロチーム
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
シンクロ競技においてデュエット2位、チーム2位、
コンビネーション2位

16 吉田 美保 水泳上級コーチ シンクロチーム
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
シンクロ競技においてデュエット2位、チーム2位、
コンビネーション2位

17 藤原 秀規 水泳上級コーチ 水球チーム
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
水球女子チーム２位

18  大本 洋嗣 水泳上級コーチ  水球チーム
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
水球男子チーム２位

19 佐々木 祐一郎 水泳上級コーチ 伊藤健太
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
５０m自由形３位

20 小泉 渓 水泳上級コーチ  原田蘭丸
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
１００m自由形３位

21 西脇 正人 水泳上級コーチ 竹村幸
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
５０m背泳ぎ３位

22 八塚 明憲
水泳教師
水泳上級コーチ

池端宏文
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
１００mバタフライ３位

23 木下 洋一 水泳コーチ 中野未夢
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
２００mバタフライ３位

24 岡田 昌之 水泳上級コーチ  
小日向一輝
寺村美穂

2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
小日向一輝選手（200ｍ平泳ぎ2位）
寺村美穂選手（200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ3位）

25 坂井 弘靖 水泳上級コーチ  坂井丞
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
3m飛板飛込3位

26 榎本 至 水泳上級コーチ  水球チーム
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
水球女子チーム２位

27 葛原 浩 水泳上級コーチ 水球チーム
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
水球男子チーム２位

28 大井 恵滋 水泳上級コーチ 水球チーム
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
水球女子チーム２位

29 单 隆尚 水泳上級コーチ  水球チーム
2014年アジア競技大会（韓国：インチョン）
水球男子チーム２位
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Ｎｏ 氏名 所属 主な功績

1 久保田　敏夫 北海道スポーツ指導者協議会
日本体育協会全国スポーツ指導者連絡会議副幹事長として、2003年から5
期10年にわたり指導者制度の確立・発展に貢献

2 鈴木　守 上智大学
日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会講師（スポーツ社会学）とし
て、1991年から永年にわたり指導者の育成に貢献

3 川原　貴 国立スポーツ科学センター
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・内科）と
して、1977年から永年にわたり指導者の育成に貢献

4 坂本　静男 早稲田大学スポーツ科学学術院
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・内科）と
して、1988年から永年にわたり指導者の育成に貢献

5 三木　英之 とつか西口整形外科
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、1996年から永年にわたり指導者の育成に貢献

6 岩本　英明 福岡大学
日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会講師（スポーツ医学・外科）と
して、1999年から永年にわたり指導者の育成に貢献

7 内山　英司 稲波脊椎・関節病院
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、2000年から永年にわたり指導者の育成に貢献
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