
No. 推薦母体 氏名 所属団体

1 北海道 川村　智也 -

2 岩手県 佐藤　麻子 岩手県金ヶ崎町スポーツ少年団

3 宮城県 三浦　稔 宮城県スポーツ少年団、気仙沼市スポーツ少年団本部

4 宮城県 田原　龍子 レインボースターズスポーツ少年団

5 秋田県 村山　一郎 -

6 秋田県 松浦　英明 少林寺拳法　秋田湯沢スポ少

7 山形県 森　和也 -

8 山形県 髙橋　美祝 新庄市体育協会

9 茨城県 亀田　直之 -

10 茨城県 佐川　順子 東海村バレーボール少年団

11 群馬県 清水　静香 箕郷レクスポーツ少年団

12 群馬県 古島　弘三 日本ジュニアアスリートクラブ

13 群馬県 梶田　万里子 館林ジョイスポーツクラブ

14 群馬県 川野辺　友子 館林ジョイスポーツクラブ

15 埼玉県 山道　信之 NPO法人ふくじゅ草

16 埼玉県 福岡　慶子 -

17 千葉県 池田　健司 君津市スポーツ少年団

18 千葉県 北村　寿 千葉県スポーツ少年団　船橋市スポーツ少年団

19 千葉県 北村　夏子 千葉県スポーツ少年団　リーダー会

20 千葉県 中野　誠 船橋市スポーツ少年団

21 神奈川県 廣田　善幸 -

22 神奈川県 阿藤　充 -

23 山梨県 樋川　辰彦 一宮ジュニアカラテスポーツ少年団

24 山梨県 武井　正英 -

25 山梨県 村田　　祐次 山梨市スポーツ少年団

26 新潟県 高橋　修也 (一社)三条市体育協会

27 新潟県 近藤　亮 (一社)三条市体育協会

28 石川県 浅野　亜紀子 葵スポーツ少年団

29 石川県 表　嵩浩 葵スポーツ少年団

30 石川県 阿慈地　翔平 -

31 静岡県 大河原　弘稀 袋井AC

32 静岡県 長坂　英右 -

33 愛知県 長江　勝郎 春日井市スポーツ少年団

34 愛知県 横山　龍子 -

35 愛知県 坂口　由佳 瑞穂アーチェリースポーツ少年団

36 三重県 田坂　稔 特定非営利活動法人　津市スポーツ協会・津市スポーツ少年団

37 三重県 森下　さと子 笹川ジュニアバドミントンスポーツ少年団

38 三重県 大川　智子 -

39 三重県 高津　成巳 いなべ市スポーツ少年団　藤原陸上クラブ

40 岐阜県 高橋　拓夫 各務原スポーツ少年団

41 岐阜県 下野　泰央 公益財団法人　大垣市体育連盟

42 岐阜県 伏谷　美香 高山市スポーツ少年団、新友陸上スポーツ少年団

43 岐阜県 坂野　清孝 多治見市スポーツ少年団

44 岐阜県 牛田　健造 多治見市スポーツ少年団

45 岐阜県 釜屋　隆司 高山市スポーツ少年団

46 岐阜県 瀧川　康孔 -

47 滋賀県 泉岡　亜里砂 守山剣友会

48 滋賀県 福井　尚子 -

49 滋賀県 乾　　克代 -

50 京都府 田中　正志 NPO京都丹馬ライディングクラブ

51 京都府 河原　慶子 長岡京市体育協会

52 京都府 田中　伸明 京都嵯峨相撲スポーツ少年団

53 大阪府 福井　浩二 大阪府スポーツ少年団

54 大阪府 前島　宝積 スポーツ少年団

55 兵庫県 石井　亜依 尼崎市名和体操スポーツ少年団

平成29年度幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラム　講師講習会　受講修了者一覧



No. 推薦母体 氏名 所属団体

平成29年度幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラム　講師講習会　受講修了者一覧

56 奈良県 笠次　良爾 奈良県体育協会、奈良教育大学

57 奈良県 松尾　浩希 -

58 奈良県 西口　省三 -

59 和歌山県 安川　博己 -

60 和歌山県 守田　旭那 -

61 和歌山県 樋川　和美 橋本市空手道連盟

62 島根県 栢野　和美 島根県レクリエーション協会

63 山口県 叶山　雅隆 平生剣道スポーツ少年団

64 山口県 末長　裕昌 くめくめ倶楽部．久米陸上スポーツ少年団

65 山口県 瀬川　美穂 上宇部JVC

66 山口県 叶山　佳孝 -

67 山口県 生島　鈴枝 -

68 香川県 畠山　静香 -

69 香川県 合田　弘 観音寺リーダーズクラブスポーツ少年団

70 香川県 安部　武矩 NPO法人香川県運動推進協会

71 香川県 秋朝　和弥 -

72 香川県 二神　裕太 -

73 高知県 山﨑　功一 -

74 高知県 中川　泰子 (公財)高知県スポーツ振興財団

75 福岡県 奈田　光雄 ND Neutral Style

76 福岡県 多田　向陽 Npo法人北九州スポーツクラブACE

77 福岡県 丸山　康夫 宇美町スポーツ少年団、福岡県スポーツ少年団

78 熊本県 甲斐　逸郎

79 熊本県 甲斐　貴子 城南町少年剣道部スポーツ少年団

80 熊本県 齋藤　久允 ひかわスポーツクラブ

81 熊本県 斎藤　陽子 NPO法人　クラブおおづ

82 熊本県 坂田　はるみ 一般社団法人菊池ゆったりスポーツクラブ

83 熊本県 高倉　知佐子 太田郷スポーツクラブ

84 熊本県 小川　正希 NPO法人　A-lifeなんかん

85 熊本県 西田　良活 HITS

86 熊本県 中尾　雄一 菊池市スポーツ推進委員

87 熊本県 松崎　貴美子 -

88 熊本県 青島　早希 ブルーカンガルーズ

89 熊本県 蓑田　顯 -

90 熊本県 中山　憲史 熊本学園大学

91 熊本県 立山　明佐子 NPO法人　ひとづくりくまもとネット

92 鹿児島県 今村　和巳 鹿児島県スポーツ少年団リーダー会

93 鹿児島県 橋口　了 橘塾

94 日本スポーツ少年団 小栗　和雄 岐阜聖徳学園大学

95 日本スポーツ少年団 小椋　優作 中部学院大学短期大学部

96 日本スポーツ少年団 渡邉　真也 公益財団法人 身体教育医学研究所

97 日本スポーツ少年団 石沢　順子 白百合女子大学

98 日本スポーツ少年団 木村　由子 公益財団法人ライフスポーツ財団

99 日本スポーツ少年団 野村　千恵 公益財団法人ライフスポーツ財団

100 日本スポーツ少年団 西川　喜久子 身体教育医学研究所うんなん

101 日本スポーツ少年団 杉山　克秀 静岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会　総合型地域スポーツクラブF-SPO

102 - 佐々木　もと子 -

103 - 沖田　伊壽夫 -

104 - 村上　久栄 -

105 - 村田　慎一 -

※推薦母体、所属団体については講習会受講時のものです。


