
No. 推薦団体 氏名 保有資格

1 高橋　克宏 アーチェリー指導員

2 高橋　吉見 空手道コーチ

3 佐々木　利朗 銃剣道上級指導員

4 宮野　るみ子 水泳上級指導員

5 村上　伸男 山岳上級指導員

6 佐々木　幸彦 陸上競技上級コーチ

7 境　由紀夫 卓球コーチ

8 森　邦夫 ソフトテニス指導員

9 澤田　秀司 ボウリング指導員

10 今野　啓子 なぎなた上級指導員

11 高橋　守 山岳上級指導員

12 佐藤　貢 レスリング指導員

13 畠山　次男 銃剣道上級指導員

14 田代　祐一 水泳コーチ

15 伊藤　憲 ソフトボール指導員

16 丸山　勝美 バドミントン上級コーチ

17 荻野　治美 水泳上級指導員

18 長南　国彦 ウエイトリフティングコーチ

19 大森　史仁 ソフトボールコーチ

20 小堀　英樹 空手道指導員

21 吉田　広光 ソフトボール指導員

22 萩野谷　恵子 水泳上級指導員

23 青柳　薫光 ソフトボール上級指導員

24 伊藤　ゆかり エアロビック指導員

ジュニアスポーツ指導員

アシスタントマネジャー

スポーツプログラマー

26 玄梅　正明 山岳上級指導員

27 熊王　恒博 バドミントン上級指導員

28 髙梨　栄 軟式野球指導員

29 中澤　則行 ラグビーフットボール上級コーチ

30 中條　純一 空手道コーチ

31 山口　友幸 水泳指導員

32 入澤　孝一 スケート上級コーチ

33 小倉　剛 卓球コーチ

34 相場　博子 エアロビック指導員

ソフトボール上級指導員

スポーツプログラマー

ジュニアスポーツ指導員

バスケットボール指導員

37 金原　美恵子 なぎなた指導員

38 高橋　とわ子 卓球コーチ

39 村井　省二 陸上競技上級コーチ

スポーツプログラマー

陸上競技指導員

41 田沼　浩二 陸上競技コーチ

42 岡安　敦 水泳上級コーチ

43 栗山　とし子 なぎなた指導員

44 松下　てつ子 なぎなた上級指導員

45 石山　眞 スキー上級指導員

46 鈴木　恒行 ソフトボールコーチ

47 川喜田　靖彦 バドミントン上級指導員

48 髙橋　信志 バレーボール指導員

平成30年度公認スポーツ指導者等表彰　受賞者

第1号（永年表彰　指導者）

25

35

36

40

岡野　一平

山形県体育協会

福島県体育協会

栃木県体育協会

群馬県スポーツ協会

千葉県体育協会

石﨑　幸雄

岩手県体育協会

宮城県スポーツ協会

秋田県体育協会

茨城県体育協会

南澤　康夫

埼玉県体育協会

加藤　修



No. 推薦団体 氏名 保有資格

平成30年度公認スポーツ指導者等表彰　受賞者

第1号（永年表彰　指導者）

49 村井　敏夫 銃剣道上級指導員

50 尾崎　良一 サッカーコーチ

51 丸岡　近賀子 水泳コーチ

空手道上級コーチ

スクーバ・ダイビング指導員

53 椿　秀樹 水泳指導員

54 進藤　周子 水泳指導員

55 松尾　正弘 陸上競技コーチ

56 吉田　秀志 陸上競技コーチ

57 廣田　鉄男 水泳上級指導員

58 金川　信二 山岳上級指導員

59 清水　学 山岳上級指導員

60 松村　一夫 空手道上級コーチ

61 藤野　利夫 空手道上級指導員

62 鴨志田　敏彦 空手道指導員

63 山﨑　幸子 なぎなた指導員

64 武居　和子 卓球上級指導員

65 武藤　千恵子 なぎなた指導員

66 髙見　愛子 水泳上級指導員

67 森下　忠衞 ソフトボール上級指導員

68 小宮　邦俊 山岳上級指導員

69 平泉　忠廣 空手道上級指導員

70 箭内　和夫 ゲートボール指導員

71 小野田　千惠子 なぎなた上級指導員

72 植村　詔子 バレーボール指導員

73 間瀬　正次 バレーボール指導員

74 岡村　勝幸 ソフトテニス上級コーチ

スポーツプログラマー

テニス上級指導員

76 小松　茂美 陸上競技上級コーチ

77 木戸岡　和孝 陸上競技コーチ

78 油井　周二 空手道コーチ

79 小杉　隆 陸上競技コーチ

スキー上級指導員

ジュニアスポーツ指導員

アシスタントマネジャー

スポーツプログラマー

スキー上級指導員

アスレティックトレーナー

スキー指導員

スキー教師

フィットネストレーナー

ジュニアスポーツ指導員

アシスタントマネジャー

84 森　庄一 山岳上級指導員

85 松木　保 水泳教師

86 滝沢　一博 水泳上級指導員

87 葉室　圓 銃剣道指導員

88 中川　章 ソフトテニス指導員

水泳上級教師

水泳上級コーチ

52

75

80

81

82

83

89

長野県体育協会

富山県体育協会

蔵堀　茂博

新潟県スポーツ協会

川上　春雄

關　満彦

田中　貴

東京都体育協会

神奈川県体育協会

山梨県体育協会

宮下　清史

横尾　嘉明

山田　哲也
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平成30年度公認スポーツ指導者等表彰　受賞者

第1号（永年表彰　指導者）

90 田井　友章 柔道上級コーチ

91 太田　康子 バレーボールコーチ

92 清水　正代 陸上競技コーチ

93 後藤　英二 ラグビーフットボール指導員

94 尾﨑　剛敏 ホッケー上級コーチ

95 市川　雅子 ソフトテニス指導員

96 古郡　正治 水泳指導員

97 大塚　純二 山岳指導員

98 竹山　勝自 サッカーコーチ

99 佐野　善紹 空手道コーチ

100 山田　政晴 ジュニアスポーツ指導員

101 松木園　恵 空手道指導員

102 坂本　孝英 弓道コーチ

103 水野　良彦 卓球上級指導員

104 大元　司 卓球上級指導員

水泳指導員

相撲指導員

106 大鹿　泰当 相撲指導員

107 尾﨑　和郎 ライフル射撃コーチ

水泳上級指導員

水泳教師

109 青山　充資 陸上競技指導員

110 奈須　和夫 空手道上級コーチ

111 河本　美代子 テニス上級指導員

112 向井　俊哉 陸上競技上級コーチ

113 伊藤　六榮 スキー上級指導員

114 岐阜県体育協会 北川　正人 空手道指導員

115 小傳良　輝男 ソフトボール上級指導員

116 小林　久眞 銃剣道上級指導員

117 藤井　透 水泳上級指導員

118 池田　征弘 ソフトテニスコーチ

119 小松　宏 陸上競技上級指導員

120 豊福　成人 ジュニアスポーツ指導員

121 溝渕　紀子 スポーツプログラマー

空手道指導員

ジュニアスポーツ指導員

123 林　洋子 なぎなた指導員

124 阿部　美智子 水泳指導員

125 稲垣　敏宏 空手道上級コーチ

水泳上級指導員

テニス上級コーチ

127 長谷川　要 ゲートボール指導員

128 松本　秀樹 卓球コーチ

129 中村　茂樹 卓球上級コーチ

130 西上　幸治 水泳上級コーチ

131 川口　敬二 自転車競技指導員

132 広島県体育協会 糸藤　耕 水泳コーチ

133 水津　義則 水泳上級コーチ

134 古林　喜明 山岳指導員

135 藤岡　英陽 陸上競技コーチ

136 石浜　好一 ソフトボール上級指導員

137 杉下　良子 なぎなたコーチ

138 藤澤　良樹 ゲートボール指導員

139 川平　建三郎 ウエイトリフティングコーチ

105

108

122

126

麻生　好夫

野村　章

岡山県体育協会

香川県スポーツ協会

滋賀県スポーツ協会

兵庫県体育協会

大阪体育協会

三重県体育協会

京都府体育協会

鳥取県体育協会

山口県体育協会

荒井　貴美人

静岡県体育協会

愛知県体育協会

石川県体育協会

福井県スポーツ協会

松永　裕和



No. 推薦団体 氏名 保有資格

平成30年度公認スポーツ指導者等表彰　受賞者

第1号（永年表彰　指導者）

140 秋田　卓蔵 弓道指導員

141 津川　治士 ソフトボール指導員

142 鳴川　幸恵 水泳コーチ

スポーツプログラマー

カヌー指導員

ウエイトリフティングコーチ

アシスタントマネジャー

144 土居　真理子 体操競技コーチ

145 扇山　多賀子 なぎなた指導員

146 松岡　真吾 弓道指導員

147 竹内　忍 ボートコーチ

148 立井　万喜 弓道指導員

149 高知県体育協会 山添　裕一 スポーツトレーナー１級

150 石橋　邦英 柔道指導員

151 伊藤　繁治 軟式野球指導員

152 大西　八重子 卓球指導員

水泳上級教師

水泳上級コーチ

スキー指導員

陸上競技指導員

155 鍋島　幸次 テニス指導員

156 濱　利彦 空手道コーチ

157 大保　道隆 水泳上級教師

158 山内　哲朗 ラグビーフットボール上級指導員

159 森田　隆宏 ボクシングコーチ

160 森重　昭憲 スポーツトレーナー１級

161 三田村　信義 剣道指導員

162 福田　弘子 陸上競技上級指導員

163 中村　義則 バレーボール上級指導員

164 甲斐　卓 サッカー上級コーチ

165 後藤　孝一 ソフトボール指導員

166 小澤　雄二 柔道コーチ

167 湯前　英則 陸上競技コーチ

168 谷口　哲男 ソフトボール指導員

169 重信　和行 弓道上級指導員

170 小田　義洋 ソフトテニスコーチ

171 日本セーリング連盟 鈴木　修 セーリング上級指導員

172 永井　多惠子 柔道上級コーチ

173 佐藤　幸夫 柔道上級コーチ

174 森脇　保彦 柔道上級コーチ

175 古屋　壽隆 山岳上級指導員

スキー上級指導員

山岳上級指導員

177 山根　幸雄 山岳上級指導員

178 高橋　和夫 空手道上級コーチ

179 林　晃 空手道上級コーチ

180 小川　豊和 カーリング上級指導員

181 對馬　光雄 カーリング上級指導員

182 西村　良子 エアロビック上級指導員

183 中元　美由紀 エアロビック上級指導員

176

143

153

154

日本山岳・スポーツクライミング協会 小山　幹

浅野　洋一郎

愛媛県スポーツ協会

福岡県体育協会

佐賀県体育協会

宮崎県体育協会

長崎県体育協会

安藤　道夫

三木　康裕

熊本県体育協会

全日本空手道連盟

日本カーリング協会

全日本柔道連盟

徳島県体育協会

日本エアロビック連盟



No. 推薦団体 氏名 保有資格

1 青森県体育協会 田村　一朗 スポーツドクター

2 田中　眞司 スポーツドクター

3 阿部　義裕 スポーツドクター

4 福島県体育協会 水野　兼志 スポーツドクター

5 福田　丈了 スポーツドクター

6 富澤　仙一 スポーツドクター

7 石川県体育協会 池本　敏彦 スポーツドクター

8 福井県スポーツ協会 新井　芳行 スポーツドクター

9 静岡県体育協会 松永　元良 スポーツドクター

10 愛知県体育協会 竹内　元一 スポーツドクター

11 三重県体育協会 藤澤　幸三 スポーツドクター

12 京都府体育協会 向井　章悟 スポーツドクター

13 愛媛県スポーツ協会 田口　浩之 スポーツドクター

14 福岡県体育協会 田原　敬士 スポーツドクター

15 長崎県体育協会 千住　晋 スポーツドクター

16 熊本県体育協会 坂口　満 スポーツドクター

17 大分県体育協会 井上　敏 スポーツドクター

スポーツドクター

ジュニアスポーツ指導員

空手道指導員

18

平成30年度公認スポーツ指導者等表彰　受賞者

第1号（永年表彰　ドクター）

家村　和千代

山形県体育協会

群馬県スポーツ協会

鹿児島県体育協会



No. 推薦団体 氏名 保有資格

1 原田　睦巳 体操競技コーチ

2 水口　晴雄 体操競技コーチ

3 小原　英志 スケートコーチ

4 白幡　圭史 スケートコーチ

5 小原　健太郎 スケートコーチ

6 羽田　雅樹 スケート上級コーチ

7 市川　英彦 スケートコーチ

8 後藤　陽 スケートコーチ

9 椿　央 スケート上級コーチ

10 両角　実晃 スケートコーチ

11 宮嶋　若菜 スケート指導員

12 佐々木　幸太郎 スケート指導員

13 杉尾　憲一 スケート上級コーチ

14 伴野　清貴 スケートコーチ

15 角張　亮子 スケートコーチ

16 江口　雅之 スケート指導員

17 山名　孝一 スケート指導員

18 全日本柔道連盟 古矢　彰浩 柔道指導員

19 荒木　純 バドミントンコーチ

20 安村　康介 バドミントンコーチ

21 権藤　浩二 バドミントン指導員

22 円城寺　文雄 バドミントン指導員

23 大堀　均 バドミントンコーチ

24 本多　裕樹 バドミントン指導員

25 桒原　宏政 バドミントン指導員

26 坂本　修一 バドミントンコーチ

27 清水　文武 バドミントンコーチ

28 小宮山　元 バドミントン上級コーチ

29 平山　優 バドミントンコーチ

30 中條　彪 バドミントン上級コーチ

31 中村　憲尚 バドミントンコーチ

32 日本エアロビック連盟 杉原　良依 エアロビック上級コーチ

日本バドミントン協会

日本体操協会

日本スケート連盟

平成30年度公認スポーツ指導者等表彰　候補者

第２号（優秀選手育成賞）



No. 推薦団体 氏名 保有資格 指導選手名 昨年度の成績 順位

1 原田　睦巳 体操競技コーチ 谷川　航 台北ユニバーシアード 団体 1位・個人 3位

2 水口　晴雄 体操競技コーチ 白井　健三 第47回世界選手権モントリオール大会　 個人 3位・ゆか 1位・跳馬 1位

3 小原　英志 スケートコーチ 郷　亜里砂 第23回オリンピック冬季競技大会（平昌） 女子500m　8位

林莉輝 　山本大史　高見澤光希 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会 男子チームパシュート 2位

ウィリアムソンレミ　藤森優衣　小山香月 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会 女子チームパシュート 2位

林莉輝 　山本大史　高見澤光希 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会 男子チームパシュート 2位

ウィリアムソンレミ　藤森優衣　小山香月 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会 女子チームパシュート 2位

6 羽田　雅樹 スケート上級コーチ 林莉輝 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会 男子チームパシュート 2位

7 市川　英彦 スケートコーチ 高見澤光希 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会 男子チームパシュート 2位

8 後藤　陽 スケートコーチ 稲川くるみ 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会 女子500m 1位

9 椿　央 スケート上級コーチ ウィリアムソンレミ 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会
女子チームパシュート  2位

女子3000m 3位

10 両角　実晃 スケートコーチ 藤森優衣 2018世界ジュニアスピードスケート選手権大会 女子チームパシュート 2位

 吉永一貴　松津秀太　井上瑠汰　小池克典 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 男子3000mリレー 1位

神長汐音　渡邉碧　横山世奈　山名里奈 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 女子3000mリレー 2位

12 佐々木　幸太郎 スケート指導員 坂爪亮介
第23回オリンピック冬季競技大会（平昌）

世界ショートトラックスピードスケート選手権大会

1000m 5位・500m 8位・5000m 7位

男子5000mリレー 3位

13 杉尾　憲一 スケート上級コーチ 渡邊啓太
第23回オリンピック冬季競技大会（平昌）

世界ショートトラックスピードスケート選手権大会

男子5000mリレー 7位

男子5000mリレー 3位

菊池悠希 第23回オリンピック冬季競技大会（平昌） 女子3000mリレー 6位

神長汐音
第23回オリンピック冬季競技大会（平昌）

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

女子3000mリレー 6位

女子3000mリレー 2位

小池克典 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 男子3000mリレー 1位

15 角張　亮子 スケートコーチ 松津秀太 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 男子3000mリレー 1位

16 江口　雅之 スケート指導員 井上瑠汰 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 男子3000mリレー 1位

17 山名　孝一 スケート指導員 山名里奈 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 女子3000mリレー 2位

18 全日本柔道連盟 古矢　彰浩 柔道指導員 朝比奈　沙羅 ブタペスト世界柔道選手権大会 女子76kg超級 2位

19 荒木　純 バドミントンコーチ 園田啓悟　嘉村健士 第23回世界バドミントン選手権大会 男子ダブルス ３位

20 安村　康介 バドミントンコーチ 園田啓悟　嘉村健士 第23回世界バドミントン選手権大会 男子ダブルス ３位

21 権藤　浩二 バドミントン指導員 園田啓悟　嘉村健士 第23回世界バドミントン選手権大会 男子ダブルス ３位

22 円城寺　文雄 バドミントン指導員 嘉村　健士 第23回世界バドミントン選手権大会 男子ダブルス ３位

23 大堀　均 バドミントンコーチ 金子真大　久保田友之祐 2017年世界ジュニアバドミントン選手権大会 男子ダブルス 1位

24 本多　裕樹 バドミントン指導員 金子真大　久保田友之祐 2017年世界ジュニアバドミントン選手権大会 男子ダブルス 1位

25 桒原　宏政 バドミントン指導員 金子真大　久保田友之祐 2017年世界ジュニアバドミントン選手権大会 男子ダブルス 1位

26 坂本　修一 バドミントンコーチ
奥原希望

髙橋礼華　松友美佐紀
第23回世界バドミントン選手権大会

女子シングルス 1位

女子ダブルス 3位

27 清水　文武 バドミントンコーチ
奥原希望

髙橋礼華　松友美佐紀
第23回世界バドミントン選手権大会

女子シングルス 1位

女子ダブルス 3位

28 小宮山　元 バドミントン上級コーチ
奥原希望

髙橋礼華　松友美佐紀
第23回世界バドミントン選手権大会

女子シングルス 1位

女子ダブルス 3位

29 平山　優 バドミントンコーチ
奥原希望

髙橋礼華　松友美佐紀
第23回世界バドミントン選手権大会

女子シングルス 1位

女子ダブルス 3位

30 中條　彪 バドミントン上級コーチ
奥原希望

髙橋礼華　松友美佐紀
第23回世界バドミントン選手権大会

女子シングルス 1位

女子ダブルス 3位

31 中村　憲尚 バドミントンコーチ
奥原希望

髙橋礼華　松友美佐紀
第23回世界バドミントン選手権大会

女子シングルス 1位

女子ダブルス 3位

32 日本エアロビック連盟 杉原　良依 エアロビック上級コーチ
北爪 凜々

斉藤　瑞己
第15回エアロビック世界選手権大会

女子シングル 1位

男子シングル 1位

スケート指導員

スケートコーチ

平成30年度公認スポーツ指導者等表彰　候補者

日本バドミントン協会

日本体操協会

白幡　圭史

小原　健太郎

宮嶋　若菜日本スケート連盟

伴野　清貴

第２号（優秀選手育成賞）

4

5

11

14

スケートコーチ

スケートコーチ



No. 推薦団体 氏名

1 平野　裕一

2 落合　和彦

3 宮川　俊平

4 山之内　国男

5 櫻庭　景植

6 村木　良博

7 溝口　秀雪

日本スポーツ協会

第5号特別功労表彰

平成30年度公認スポーツ指導者等表彰　候補者


