
No. 所属都道府県 氏名 所属団体

1 青森県 山上　倫史 青森県スポーツ少年団

2 宮城県 門田　櫻 宮城県スポーツ少年団リーダー会

3 宮城県 杉本　龍司 宮城県指導者協議会、船岡JSCスポーツ少年団

4 宮城県 佐々木　牧江 宮城県スポーツ少年団リーダー会

5 宮城県 郡山　孝幸 -

6 秋田県 畑山　幸代 能代市スポーツ少年団

7 秋田県 小畑　治隆 -

8 秋田県 金子　瑞穂 -

9 山形県 柴崎　美枝 Bon・クラーズスポーツ少年団

10 山形県 髙砂　晃 寒河江西村山ジュニアアスリートスポーツ少年団

11 山形県 瀧澤　孝次 米沢ジュニアスキークラブ

12 福島県 渡辺　裕之 伊達スポーツ推進委員

13 福島県 安齋　博勝 -

14 茨城県 峰　淳一 古河市スポーツ少年団

15 栃木県 渡辺　友彦 栃木県スポーツ少年団

16 栃木県 山口　克明 鹿沼市スポーツ少年団

17 栃木県 大貫　達也 -

18 埼玉県 山下　實 -

19 埼玉県 大澤　静香 -

20 埼玉県 小林　夕紀恵 さいたま市スポーツ少年団

21 千葉県 大平　仁 千葉県スポーツ少年団

22 千葉県 板橋　政臣 千葉県スポーツ少年団、勝浦市

23 千葉県 大塚　敬幸 日本健康運動指導士会千葉県支部、成田地区健全育成協議会、ジャパンウェルネスイノベーション

24 千葉県 大瀧　亮 船橋整形外科市川クリニック

25 東京都 植村　康二 久我山イーグルススポーツ少年団

26 東京都 星　憲 渋谷区スポーツ少年団

27 東京都 藤森　正樹 -

28 東京都 細野　芽生 国分寺テニススポーツ少年団

29 神奈川県 安倍　正弘 神奈川県スポーツ少年団、成瀬サッカースポーツ少年団

30 神奈川県 谷川　清 日本空手道研修会修徳館

31 神奈川県 梅村　邦子 相模原市、津久井子どもスキー

32 山梨県 村松　玲奈 一宮町体操スポーツ少年団

33 新潟県 池藤　仁市 新潟県スポーツ少年団、燕少林寺拳法スポーツ少年団

34 新潟県 岩瀬　晶伍 一般社団法人三条市体育協会

35 石川県 川村　正美 石川県スポーツ少年団

36 福井県 杉田　勝 -

37 福井県 横井　一博 みんスポクラブ（総合型地域スポーツクラブ）

38 福井県 山本　哲治 福井県スポーツ少年団

39 静岡県 伊藤　秀志 袋井アスレチッククラブスポーツ少年団

40 静岡県 下山　裕之 長泉ジュニア複合スポーツ少年団Joinus

41 静岡県 大塚　美里 -
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42 静岡県 村松　正幸 HAMAMATSU TRFC

43 愛知県 加納　裕士 岡崎市ソフトボールスポーツ少年団

44 愛知県 神谷　達也 HPOたかはまスポーツクラブ

45 愛知県 元安　陽一 名古屋産業大学・名産大バスケットボールアカデミー

46 愛知県 清水　修 ㈱チャレンジスポーツクラブ

47 三重県 宮﨑　誠 天名スポーツ少年団

48 三重県 小林　昭洋 明和町スポーツ少年団

49 三重県 佐々木　三喜 鈴鹿市スポーツ少年団

50 三重県 杉本　直美 笹川Jr.バドミントンスポーツ少年団

51 岐阜県 廣瀬　雅行 各務原市スポーツ少年団

52 岐阜県 平野　俊男 各務原市スポーツ少年団

53 岐阜県 長瀬　昌彦 特定非営利活動法人やさかイキイキ倶楽部

54 岐阜県 前田　美紀 -

55 岐阜県 柿下　陽子 -

56 滋賀県 大西　美和 -

57 滋賀県 田村　由美子 滋賀県スポーツ少年団

58 滋賀県 小林　朱実 若葉スポーツ少年団

59 京都府 松本　益千嘉 八幡市スポーツ少年団

60 京都府 反田　伊一 木津川市スポーツ少年団ブルースカイジュニア

61 大阪府 小谷　恵美子 大阪府スポーツ少年団

62 大阪府 河野　邦夫 大阪府スポーツ少年団

63 大阪府 斉喜　博美 少林寺拳法貝塚水間スポーツ少年団

64 兵庫県 中山　正樹 川西リーダー隊スポーツ少年団

65 兵庫県 新稲　佳久 川西リーダー隊スポーツ少年団

66 兵庫県 玉谷　康彦 兵庫県スポーツ少年団、姫路市スポーツ少年団

67 島根県 栗原　久美子 阿井地区剣道振興会スポーツ少年団

68 島根県 恩田　衣子 一般社団法人島根県サッカー協会

69 島根県 渡辺　美紀 浜田市スポーツ少年団、長沢剣道スポーツ少年団

70 島根県 熊谷　直道 -

71 岡山県 藤原　有子 -

72 山口県 和田　康夫 山口県体育協会、大歳ジュニアスポーツクラブ

73 山口県 廣川　恵子 美称市スポーツ少年団

74 香川県 澤　宜英 Esse Cubic

75 福岡県 田川　信行 NPO法人田川市体育協会

76 福岡県 山崎　憲治 若松サンシャインスポーツクラブ

77 福岡県 上村　英樹 NPO法人北九州スポーツクラブACE

78 佐賀県 畑瀬　博幸 佐賀県スポーツ少年団リーダー会

79 佐賀県 田中　孝平 -

80 長崎県 福田　正義 東長崎総合型地域スポーツクラブ

81 鹿児島県 勝田　芳孝 鹿児島県スポーツ少年団

82 鹿児島県 堂園　栄一 鹿児島県スポーツ少年団

83 沖縄県 赤嶺　えりか 那覇市立石嶺小学校

※所属都道府県、団体については講習会受講時のものとなります。
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