
(保有資格は2017年4月1日時点）
推薦団体名　 氏名 保有資格

松本 徹也
スキー上級指導員
スキー上級教師

鈴木 達幸 弓道コーチ
青森県体育協会 鳥谷部 エイ子 ボウリング指導員

川口 倫 ソフトテニスコーチ
佐藤 新 テニス上級指導員

盛合 敏男 山岳上級指導員
八橋 ふみ子 テニス上級コーチ
吉水 宗男 陸上競技上級コーチ
門口 雄 水泳上級指導員
関 髙 銃剣道指導員

木村 健喜 ジュニアスポーツ指導員
樫尾 生 水泳上級コーチ
石塚 司 空手道上級コーチ

鈴木 信行 レスリング指導員
安部 欣哉 フェンシング上級コーチ
佐藤 孝夫 陸上競技コーチ
木村 潤一 水泳上級コーチ
菅原 和敏 バレーボール上級コーチ

川村 真理子 ソフトボール上級指導員
福島県体育協会 紺野 芳雄 ジュニアスポーツ指導員

遠藤 守

ジュニアスポーツ指導員
銃剣道上級指導員
剣道上級指導員

アシスタントマネジャー

田所 洋一 山岳上級指導員
大竹 幹夫 バレーボール上級指導員
福田 史子 エアロビック教師

横須賀 良子
卓球指導員

ジュニアスポーツ指導員
酒井 悦子 水泳指導員
杉谷 良子 卓球指導員

林 辰男
スキー指導員
スキー教師

堀米 喜美子 バドミントン上級指導員
戸﨑 菊枝 なぎなた指導員
野村 守 アーチェリー指導員

關根 勇夫 銃剣道指導員

横坂 留美
水泳指導員

エアロビック指導員
アシスタントマネジャー

平成29年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者

表彰要項第2項第1号表彰者（指導者）

群馬県スポーツ協会

茨城県体育協会

北海道体育協会

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



推薦団体名　 氏名 保有資格
川野辺 武 ソフトテニス指導員
大澤 昇 ソフトテニス上級指導員

二村 亮二
水泳上級教師

水泳上級指導員

有川 秀之 陸上競技コーチ
川田 雅之 陸上競技コーチ

荒井 貞夫
ジュニアスポーツ指導員
スポーツプログラマー

石田 一夫 ソフトボール指導員
石川 邦松 バレーボール指導員
浪江 好治 スポーツプログラマー
塩田 征夫 陸上競技コーチ
遠藤 良宏 陸上競技上級コーチ
髙木 英朗 陸上競技上級コーチ

神田 良太郎 陸上競技上級コーチ
中島 一郎 水泳上級指導員
岡田 博子 なぎなた指導員
渡辺 澄子 卓球指導員
𠮷見 知子 なぎなた指導員
金井 敏男 バドミントン上級指導員
山崎 久幸 空手道上級指導員
難波 秀子 ゲートボール指導員
新妻 富子 なぎなた指導員

小林 伊佐男 空手道指導員

綿引 桂子
水泳指導員

スポーツプログラマー

直井 義治
水泳指導員

ジュニアスポーツ指導員

木南 勝 ジュニアスポーツ指導員
村上 泰子 スキー上級指導員

遠藤 孝子
卓球上級指導員

ジュニアスポーツ指導員
浜崎 濠次郎 セーリング上級コーチ

蓜島 親 空手道上級コーチ
隠岐 十子江 ゲートボール指導員
髙橋 純一 ゲートボール指導員
相原 洋 陸上競技上級コーチ

神藤 昭嘉 陸上競技上級コーチ
小島 綠 体操上級指導員
山田 明 銃剣道指導員

山田 繁樹 空手道上級コーチ

猪越 孝治

空手道上級コーチ
アスレティックトレーナー
スポーツプログラマー

ジュニアスポーツ指導員

清水 ひろみ なぎなたコーチ
不破 伸二 ボウリング指導員
渡辺 良雄 卓球上級指導員

松原 三千子 なぎなた指導員
田代 千知子 バドミントン指導員
奥津 勝洋 ソフトテニス指導員

川生 まさ子 なぎなた上級指導員

埼玉県体育協会

千葉県体育協会

東京都体育協会

神奈川県体育協会



推薦団体名　 氏名 保有資格
飯島 文男 ソフトボール上級指導員
日原 康治 ジュニアスポーツ指導員
大庭 昌昭 水泳上級指導員

大滝 和雄
バスケットボール上級コーチ

アシスタントマネジャー

宮田 正美 陸上競技コーチ
佐藤 正 バスケットボールコーチ
渡邉 強 水泳上級指導員

山岸 真夫 水泳上級指導員
西片 功 陸上競技上級指導員

白澤 禎介 陸上競技上級指導員
中屋 和枝 ソフトボール上級指導員
後上 隆 銃剣道指導員

柳澤 喜美子 なぎなた指導員
田中 幸治 ウエイトリフティング上級コーチ

嶋 由香子
体操指導員

スケート指導員

庄田 公勝 ソフトボール上級指導員
山首 一恵 アーチェリー指導員
上田 重隆 柔道上級コーチ

谷口 ちづ子 バレーボール指導員
安村 直継 スポーツプログラマー

横井 一博
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

陸上競技指導員

中梶 秀則 自転車競技上級コーチ
松本 修志 ソフトボールコーチ

村中 裕紀子 ソフトテニスコーチ
名倉 健兒 山岳上級指導員
杉山 薫 水泳指導員

佐藤 康弘 ジュニアスポーツ指導員

澤木 三枝子
陸上競技コーチ

スキー上級指導員
スキー教師

中口 直人 バドミントン上級コーチ
山中 久代 ソフトテニス指導員
峰 登志郎 バドミントンコーチ
猪俣 誠 卓球指導員

鈴木 真由美 卓球指導員
白井 修一 弓道上級指導員

榎本 千代子 弓道上級指導員
福岡 志史 アーチェリー指導員

近澤 音美
バレーボール上級コーチ

スポーツプログラマー
上西 利直 ジュニアスポーツ指導員

春日 喜美子 水泳コーチ
山田 恵 ソフトボール上級指導員

松原 晃正 陸上競技上級指導員
服部 長務 バレーボール上級コーチ

奥田 英二
スキー上級教師

スキー上級指導員
井川 義則 ソフトテニス指導員
加藤 芳久 卓球上級指導員

滋賀県体育協会 寺﨑 政子 なぎなた指導員

愛知県体育協会

三重県体育協会

岐阜県体育協会

静岡県体育協会

山梨県体育協会

新潟県体育協会

長野県体育協会

富山県体育協会

石川県体育協会

福井県体育協会



推薦団体名　 氏名 保有資格

京都府体育協会 升田 哲雄
水泳教師

水泳上級コーチ

佐藤 博子
テニス上級指導員

テニス教師

小松 英次 弓道コーチ
葦原 慶治 陸上競技コーチ
松下 眞治 ジュニアスポーツ指導員
岩井 嘉宏 ジュニアスポーツ指導員
谷川 義文 ジュニアスポーツ指導員
武田 利雄 陸上競技上級コーチ
松平 節夫 水泳上級指導員
小谷 義孝 水泳教師

佐々木 昌一 剣道上級指導員
岸本 紋子 エアロビック指導員
高田 耕治 陸上競技指導員
佐古 守 剣道指導員

大塚 雅子 ゲートボール指導員
深田 勝子 ゲートボール指導員

奈良県体育協会 森田 晃充 ラグビーフットボールコーチ
和歌山県体育協会 田村 泰造 バレーボール上級指導員
岡山県体育協会 田渕 ひとみ 水泳指導員
広島県体育協会 磨井 祥夫 バウンドテニス上級指導員

村川 洋 テニスコーチ

沖野 義次
空手道上級コーチ

ジュニアスポーツ指導員
水津 博正 水泳コーチ
山根 知彦 柔道コーチ
大岡 久美 なぎなたコーチ

笹岡 啓一
ソフトテニス上級指導員
アシスタントマネジャー

三好 達也 馬術コーチ
松野 律子 ゲートボール指導員
冨山 修二 水泳上級指導員

蔦 隆司
ジュニアスポーツ指導員

山岳指導員

石井 良直 セーリングコーチ
吉田 弘子 ソフトテニス指導員
竹本 英利 陸上競技コーチ
越智 孝文 陸上競技コーチ
平木 敏 ソフトテニス指導員

萬家 利恵 なぎなた指導員
鈴木 理香 なぎなた指導員

芝 正 ソフトボール指導員
高知県体育協会 福原 亨 ゲートボール指導員

香川県体育協会

徳島県体育協会

愛媛県体育協会

大阪体育協会

兵庫県体育協会

山口県体育協会



推薦団体名　 氏名 保有資格

櫻木 英一
テニス上級指導員

スポーツプログラマー
クラブマネジャー

石村 秀明 バレーボールコーチ
君原 健二 陸上競技上級コーチ

金岡 正蔵
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

守 昌宏 ウエイトリフティング上級コーチ
飯笹 嘉文 剣道上級指導員

瀬口 修一
ジュニアスポーツ指導員
アシスタントマネジャー

宮原 敏明 山岳上級指導員
久保 信行 ボウリング指導員
山口 淳子 なぎなた指導員
出口 俊明 陸上競技上級指導員
相川 マスミ 卓球上級指導員

熊 和之 カヌーコーチ
溝上 春見 山岳上級指導員

熊本県体育協会 深見 隆吉 ソフトボールコーチ
大分県体育協会 池田 一彌 バレーボール指導員

清 昭人 陸上競技コーチ
古里 亜夫 山岳上級指導員
成相 武人 ソフトボール指導員
佐藤 安一 銃剣道指導員

若松 博文
水泳上級指導員

水泳教師
芝 常秋 銃剣道指導員
星川 眞 バレーボール上級指導員

大城 実
バレーボール上級指導員
ジュニアスポーツ指導員

知念 正樹 弓道指導員
大道 チエ子 剣道上級指導員

日本テニス協会 小浦 猛志 テニス上級コーチ
藤猪 省太 柔道上級コーチ
中村 彰 柔道コーチ

中村 一成 柔道コーチ
目次 俊雄 山岳上級指導員
滝本 健 山岳上級指導員

前田 善彦 山岳コーチ
全日本空手道連盟 佐藤 重徳 空手道上級コーチ

星野 繁義 カーリング上級指導員
成田 弘 カーリング上級指導員

長谷川 紘 カーリング上級指導員
黒木 テル子 エアロビック上級指導員
宮本 真理子 エアロビック指導員

小野里 順子
エアロビック上級指導員
スポーツプログラマー

クラブマネジャー

日本カーリング協会

日本エアロビック連盟

宮崎県体育協会

鹿児島県体育協会

沖縄県体育協会

全日本柔道連盟

日本山岳・スポーツクライミング協会

福岡県体育協会

佐賀県体育協会

長崎県体育協会



表彰要項第2項第1号表彰者（スポーツドクター）
推薦団体名　 氏名

青森県体育協会 石橋 恭之
山形県体育協会 髙橋 則好

今野 修
佐久間 正

群馬県スポーツ協会 山田 邦子
齋藤 啓二
橋本 吉登

立川 厚太郎
高橋 利明

静岡県体育協会 松尾 浩昌
岐阜県体育協会 木田 公洋
島根県体育協会 近藤 康光
福岡県体育協会 高杉 紳一郎
長崎県体育協会 柴田 茂守
熊本県体育協会 赤星 隆一郎
大分県体育協会 内田 六郎

鹿児島県体育協会 橋口 知

福島県体育協会

神奈川県体育協会

新潟県体育協会

平成29年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者



(保有資格は2017年4月1日時点）
推薦団体名　 氏名 保有資格 指導選手名 昨年度の成績

荻原 信幸 陸上競技コーチ 荒井 広宙
・2016年第31回リオデジャネイロオリンピック
50km競歩3位

豊田 裕浩 陸上競技コーチ 飯塚 翔太
・2016年第31回リオデジャネイロオリンピック
男子4×400mリレー2位

日本水泳連盟 村上 二美也 水泳上級コーチ 池江 璃花子
・2016年第31回リオデジャネイロオリンピック
100mバタフライ5位

内山 玲子 体操コーチ 内山 由綺
・2016年第31回リオデジャネイロオリンピック
団体4位

森泉 貴博 体操上級コーチ 内村 航平
・2016年第31回リオデジャネイロオリンピック
個人総合1位
団体1位

入澤 孝一 スケート上級コーチ 酒井 寧子
・2017年第28回ユニバーシアード冬季競技大会
スピードスケート5000m2位,マススタート2位,
チームパシュート3位

長久保 裕
スケート上級コーチ

スケート教師
新田谷 凛　磯邉 ひな乃

・2017年第28回ユニバーシアード冬季競技大会
フィギュアスケートシングル2位
・2017年第28回ユニバーシアード冬季競技大会
フィギュアスケートシングル3位

羽田 雅樹 スケート上級コーチ 髙橋 菜那
・2017年第28回ユニバーシアード冬季競技大会
スピードスケート15000m2位,3000m2位,
チームパシュート3位

成瀬 葉里子 スケート教師 新田谷 凛　磯邉 ひな乃

・2017年第28回ユニバーシアード冬季競技大会
フィギュアスケートシングル2位
・2017年第28回ユニバーシアード冬季競技大会
フィギュアスケートシングル3位

グレアム 充子 スケート教師 三原 舞依　坂本 花織

2017年世界フィギュアスケート国別対抗戦
フィギュアスケート団体1位
2017年四大陸フィギュアスケート選手権大会
シングル1位
2017年世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会
フィギュアスケートシングル3位

和田 貴志 スケートコーチ 久保 向希
・2017年世界ジュニアスピードスケート選手権大会
スピードスケート500m1位,1000m2位

中野 園子
スケート教師

スケートコーチ
三原 舞依　坂本 花織

・2017年世界フィギュアスケート国別対抗戦
フィギュアスケート団体1位
・2017年四大陸フィギュアスケート選手権大会
シングル1位
2017年世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会
フィギュアスケートシングル3位

篠原 祐剛 スケートコーチ 中野 あやめ
・第28回ユニバーシアード冬季競技大会
ショートトラックスピードスケート1000m3位

白幡 圭史 スケートコーチ
林 莉輝
土屋 陸
横山 碧生

・2017年世界ジュニアスピードスケート選手権大会
スピードスケートチームパシュート1位

伊藤 潤二
スケート指導員

スポーツプログラマー
大林 昌仁

・2017年第28回ユニバーシアード冬季競技大会
スピードスケート10000m2位

宮嶋 若菜 スケート指導員
渡邉 碧　神長 汐音

平井 亜実　山浦 美和子

・2017世界ジュニアショートトラック
スピードスケート選手権大会
ショートトラックスピードスケート3000mリレー3位

金丸 雄介 柔道指導員 大野 将平
・2016年第31回リオデジャネイロオリンピック
73kg級1位

井汲 彰 スポーツドクター 田知本 遥
・2016年第31回リオデジャネイロオリンピック
70kg級1位

日本トライアスロン連合 山根 英紀 トライアスロン指導員 上田 藍
・2016年世界トライアスロンシリーズグランドファイナル
トライアスロン5位

全日本柔道連盟

日本陸上競技連盟

日本体操協会

日本スケート連盟

平成29年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者

表彰要項第2項第2号表彰者



(保有資格は2017年4月1日時点）
推薦団体名　 氏名 保有資格 指導選手名 昨年度の成績 役職

穴井 善博 ホッケー上級コーチ 男子シニア日本代表
2016年
HOCKEY WORLD LEAGUE Round2
ホッケー1位

日本代表強化スタッフ

朱 光珍 ホッケー上級コーチ U-21ホッケー日本代表
2016年
第11回 FIH ジュニアワールドカップ
ホッケー13位

日本代表強化スタッフ

三澤 孝康 ホッケーコーチ U-21ホッケー日本代表
2016年
第11回 FIH ジュニアワールドカップ
ホッケー13位

日本代表強化スタッフ

日本ホッケー協会

平成29年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者

表彰要項第2項第3号表彰者



表彰要項第2項第5号表彰者
推薦団体名　 氏名

友末 亮三

野田 晴彦
日本体育協会

平成29年度公認スポーツ指導者等表彰  受賞者


