
平成19年度　財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰-
表彰の基準　第1号　指導者　1／3

都道府県体育協会推薦
Ｎｏ 推薦団体 氏名 フリガナ 有資格 競技名
1 山名　賢一 ヤマナ　ケンイチ 上級指導員 山岳
2 登山　一成 トオヤマ　イッセイ 上級指導員・上級教師 スキー
3 足利　生子 アシカガ　イクコ 上級指導員・上級教師 スキー
4 坂井　裕好 サカイ　ユウコウ 上級指導員・上級教師 スキー
5 高橋　悟 タカハシ　サトル 上級コーチ 陸上競技
6 村越　喜四郎 ムラコシ　キシロウ スポーツトレーナー2級
7 領毛　健治 リョウケ　ケンジ スポーツトレーナー2級
8 幸林　周逸 コウリン　シユウイツ コーチ ボウリング
9 遠藤　文敬 エンドウ　フミタカ コーチ 陸上競技

八重樫　重夫 ヤエガシ　シゲオ 上級指導員 スキー

千葉　惇 チバ　アツシ 指導員 バドミントン
11 （財）宮城県体育協会 舘内　規之 タテウチ　ノリユキ 上級指導員 テニス・スキー
12 （財）秋田県体育協会 後藤　重幸 ゴトウ　シゲユキ 上級指導員 水泳
13 結城　一秀 ユウキ　カズヒデ コーチ バレーボール
14 秋葉　和美 アキバ　カズミ コーチ なぎなた
15 齋藤　和哉 サイトウ　カズヤ 上級コーチ 柔道

（財）福島県体育協会 渡部　孝美 ワタナベ　タカヨシ 上級指導員・教師 スキー
友部　利秋 トモベ　トシアキ 上級指導員 空手道

17 鈴木　義夫 スズキ　ヨシオ 上級指導員 ソフトボール
18 小澤　一友 オザワ　カズトモ 上級指導員 ソフトボール

庄司　稔 ショウジ　ミノル 指導員 水泳
又村　和子 マタムラ　カズコ 上級指導員 バレーボール
本田　典嗣 ホンダ　ノリツグ 上級指導員 水泳

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

22 スポーツプログラマー
23 フィットネストレーナー
24 村松　功一 ムラマツ　コウイチ

指導員・アシスタントマネ
ジャー テニス

堀江　勝 ホリエ　マサル 指導員 ソフトボール
大貫　昭市 オオヌキ　シヨウイチ スポーツトレーナー1級
高橋　剛 タカハシ　タカシ 上級指導員 ・上級教師 スキー
石坂　志津子 イシザカ　シズコ 上級コーチ カヌー

27 茂田　松蔵 シゲタ　マツゾウ 上級指導員 卓球
28 深町　寛子 フカマチ　ヒロコ 指導員 バドミントン
29 稲田　トクヨ イナダ　トクヨ 指導員 ソフトテニス

井上　トシ イノウエ　トシ 上級指導員 ソフトテニス
立澤　邦子 タツザワ　クニコ 指導員 ソフトテニス

31 小野　恭子 オノ　キョウコ 上級コーチ なぎなた
大曽根　逸子 オオソネ　イツコ 上級指導員 なぎなた
古舘　宣夫 フルダテ　ノブオ コーチ 陸上競技

33 柳沼　サダヨ ヤギヌマ　サダヨ コーチ なぎなた
34 林　幸司 ハヤシ　コウジ 上級指導員 山岳

多紀　ゆき子 タキ　ユキコ 上級指導員 バドミントン
土谷　千惠 ツチヤ　チエ コーチ 水泳

36 田村　洋子 タムラ　ヨウコ 上級指導員・上級教師 水泳
37 中田　敏雄 ナカダ　トシオ 上級コーチ・教師 水泳
38 東　昭一 アズマ　ショウイチ 上級コーチ 山岳
39 田端　和子 タバタ　カズコ 上級指導員 卓球
40 大下　昌彦 オオシタ　マサヒコ 上級指導員 ソフトボール

橋　美佐子 タカハシ　ミサコ 指導員 体操
岡野　恵美子 オカノ　エミコ 上級指導員 卓球

42 山田　テル ヤマダ　テル 指導員 卓球
43 磯矢　正枝 イソヤ　マサエ 指導員 卓球
44 渡邊　洋子 ワタナベ　ヨウコ 上級指導員 体操
45 青山　悦二 アオヤマ　エツジ 上級指導員 テニス
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30

（財）茨城県体育協会

10

32

41
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26
（財）群馬県体育協会

21

25

（財）北海道体育協会

（財）青森県体育協会

（財）岩手県体育協会

（財）山形県体育協会

（財）栃木県体育協会

青木　敏一 アオキ　トシイチ バレーボール

（財）埼玉県体育協会

（財）千葉県体育協会

（財）東京都体育協会

（財）神奈川県体育協会



平成19年度　財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰-
表彰の基準　第1号　指導者　2／3

都道府県体育協会推薦
Ｎｏ 推薦団体 氏名 フリガナ 有資格 競技名
46 佐野　美恵子 サノ　ミエコ 指導員 なぎなた
47 寺田　義雄 テラダ　ヨシオ 指導員 水泳
48 小林　賢二 コバヤシ　ケンジ 指導員 水泳
49 小泉　隆信 コイズミ　タカノブ 上級指導員 卓球
50 箱山　量一 ハコヤマ　リョウイチ 指導員 バレーボール
51 竹内　律子 タケウチ　リツコ 上級指導員 弓道
52 鶴山　博之 ツルヤマ　ヒロユキ コーチ 陸上競技
53 新井　健史 アライ　ケンジ 上級コーチ ホッケー
54 島津　富夫 シマヅ　トミオ

指導員・スポーツプログラ
マー 卓球

松本　博資 マツモト　ヒロシ 指導員 体操
盛　大衛 サカリ　ダイエイ 上級コーチ（A級コーチ） サッカー
石井　勇次 イシイ　ユウジ 指導員・上級指導員 陸上競技・スキー

56 廣岡　唯夫 ヒロオカ　タダオ コーチ ボウリング
57 善里　嶺信 ヨシサト　レイシン 上級コーチ ホッケー
58 村田　みどり ムラタ　ミドリ

指導員・ジュニアスポー
ツ指導員 バレーボール

59 倉島　十士朗 クラシマ　トシロウ 指導員 スケート
60 久保田　悦二 クボタ　エツジ 上級指導員 ソフトテニス
61 岩野　義郎 イワノ　ヨシロウ 上級指導員 スキー
62 宮下　一英 ミヤシタ　カズヒデ 指導員 スケート
63 池田　介佑 イケダ　ヨシスケ 上級コーチ バレーボール
64 稲村　欣作 イナムラ　キンサク 上級コーチ バレーボール
65 渡部　雄 ワタベ　ヒデオ コーチ 馬術
66 小柳　美智子 コヤナギ　ミチコ 上級コーチ・上級教師 水泳
67 加藤　一代 カトウ　カズヨ 指導員 バレーボール

小居　正男 コイ　マサオ 上級コーチ（A級コーチ） サッカー
二村　京子 ニムラ　キョウコ コーチ・上級教師 水泳

（財）三重県体育協会 池田　毅 イケダ　タケシ 上級指導員 ソフトボール
菅谷　正子 スガヤ　マサコ 上級指導員 体操

70 西山　栄二 ニシヤマ　エイジ 指導員 ラグビーフットボール
71 安東　浩介 アンドウ　コウスケ 指導員 空手道
72 粟飯原　一成 アイハラ　カズナリ 上級コーチ 山岳
73 檀野　晴一 ダンノ　セイイチ 上級指導員 水泳
74 延増　正三 エンソウ　ショウゾウ コーチ ラグビーフットボール
75 （財）大阪体育協会 切目　勲 キリメ　イサオ 上級指導員・上級教師 スキー
76 松下　秀雄 マツシタ　ヒデオ コーチ ボウリング
77 園部　美智子 ソノベ　ミチコ 上級指導員 なぎなた
78 （財）奈良県体育協会 上間　政彦 ウエマ　マサヒコ 上級コーチ（S級コーチ） サッカー
79 （社）和歌山県体育協会 遠藤　富士雄 エンドウ　フジオ 上級コーチ ボクシング
80 梅木　千賀子 ウメキ　チカコ 上級指導員 スキー

森本　誠吾 モリモト　セイゴ 指導員 バレーボール
田中　壽 タナカ　トシナガ 上級指導員 バレーボール
足立　豊 アダチ　ユタカ 上級指導員 空手道

82 （財）岡山県体育協会 森安　昭雄 モリヤス　アキオ 上級コーチ ハンドボール
83 盛谷　静之 サカリダニ　シズユキ 上級コーチ セーリング
84 池中　理治 イケナカ　マサハル コーチ 陸上競技
85 浜　正信 ハマサキ　マサノブ 上級コーチ 陸上競技

指導員 テニス
上級指導員 ソフトテニス
アシスタントマネジャー

鈴木　慶久 スズキ　ヨシヒサ コーチ カヌー
88 岩野　匡美 イワノ　マサヨシ 上級コーチ バレーボール
89 井澤　義治 イサワ　ヨシハル 指導員 テニス
90 吉田　正知 ヨシダ　マサトモ 上級コーチ バレーボール
91 高橋　栄一 タカハシ　エイイチ 指導員 バスケットボール
92 倉田　茂 クラタ　シゲル 上級コーチ 陸上競技

田中　達男 タナカ　タツオ 上級コーチ ハンドボール
岡　洋一郎 オカザキ　ヨウイチロウ コーチ クレー射撃
山　誠子 ヤマサキ　セイコ 上級指導員 水泳

86

81

55

68

87

93

（財）徳島県体育協会

（財）愛媛県体育協会

（財）高知県体育協会

69

（財）山梨県体育協会

（財）長野県体育協会

（財）富山県体育協会

（財）石川県体育協会

（財）福井県体育協会

（財）静岡県体育協会

（財）愛知県体育協会

（財）滋賀県体育協会

（財）京都府体育協会

（財）兵庫県体育協会

（財）鳥取県体育協会

（財）島根県体育協会

（財）広島県体育協会

（財）香川県体育協会

森下　増美 モリシタ　マスミ



平成19年度　財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰-
表彰の基準　第1号　指導者　3／3

都道府県体育協会推薦
Ｎｏ 推薦団体 氏名 フリガナ 有資格 競技名
94 森脇　国隆 モリワキ　クニタカ 指導員 バレーボール
95 籾井　徹 モミイ　トオル 上級コーチ（A級コーチ） サッカー
96 白木　恒喜 シラキ　ツネキ 上級指導員 弓道
97 河村　邦彦 カワムラ　クニヒコ 上級指導員 陸上競技
98 太田　武彦 オオタ　タケヒコ 上級指導員 山岳
99 下村　建二 シモムラ　ケンジ 上級コーチ（A級コーチ） サッカー
100 舟木　孝治 フナキ　タカハル 上級コーチ 水泳
101 宮薗　久教 ミヤゾノ　ヒサノリ 上級コーチ 水泳
102 小野　ツヤ子 オノ　ツヤコ 上級指導員 卓球
103 太田　慈夫 オオタ　イツオ 上級指導員 卓球
104 赤城　陽一 アカギ　ヨウイチ 上級指導員 ソフトボール
105 棚橋　毅 タナハシ　ツヨシ 指導員 水泳
106 中西　博 ナカニシ　ヒロシ コーチ ラグビーフットボール
107 溝辺　和久 ミゾベ　カズヒサ 上級教師・上級指導員 水泳
108 （財）宮崎県体育協会 深水　憲一 フカミズ　ケンイチ

コーチ・ジュニアスポーツ
指導員 空手道

109 丸山　敦夫 マルヤマ　アツオ 上級コーチ 陸上競技
110 赤　誠 アカサキ　マコト 上級指導員 水泳
111 長嶺　一夫 ナガミネ　カズオ 上級コーチ（A級コーチ） サッカー

競技団体推薦
112 （財）日本水泳連盟 三井　俊介 ミツイ　シユンスケ 上級指導員 水泳
113 早田　卓次 ハヤタ　タクジ 上級コーチ 体操
114 三栗　崇 ミツクリ　タカシ 上級コーチ 体操
115 竹野　奉昭 タケノ　トモアキ 上級コーチ ハンドボール
116 大西　武三 オオニシ　タケゾウ 上級コーチ ハンドボール
117 木野　実 キノ　ミノル 上級コーチ ハンドボール
118 （財）日本軟式野球連盟 菅原　泰雄 スガワラ　ヤスオ 上級コーチ 軟式野球
119 秋山　澄子 アキヤマ　スミコ コーチ 柔道
120 風岡　儀一 カザオカ　ヨシカズ 上級コーチ 柔道
121 小野澤　昭雄 オノザワ　アキオ コーチ 柔道
122 穐岡　謙治 アキオカ　ケンジ 上級指導員 ソフトボール
123 田原　澄夫 タハラ　スミオ 上級指導員 ソフトボール
124 羽鳥　勝重 ハトリ　カツシゲ 上級指導員 ソフトボール
125 戸　和義 トダカ　カズヨシ 上級コーチ 山岳
126 重松　文剛 シゲマツ　フミヨシ 上級コーチ 山岳
127 野村　善弥 ノムラ　ヨシミ コーチ 山岳
128 伊藤　洋造 イトウ　ヨウゾウ 上級コーチ 空手道
129 坂上　節明 サカガミ　サダアキ 上級コーチ 空手道

（財）福岡県体育協会

（財）佐賀県体育協会

（財）長崎県体育協会

（財）熊本県体育協会

（財）大分県体育協会

（財）鹿児島県体育協会

（社）日本山岳協会

（財）全日本空手道連盟

（財）日本体操連盟

（財）日本ハンドボール協会

（財）全日本柔道連盟

（財）日本ソフトボール協会



平成19年度　財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰
表彰の基準　第1号　スポーツドクター

推薦団体 氏名 フリガナ

石丸　晶 イシマル　アキラ
京極　元 キョウゴク　ハジメ

（財）青森県体育協会 原田　征行 ハラタ　セイコウ
（財）岩手県体育協会 箱石　勝見 ハコイシ　カツミ
（財）秋田県体育協会 奈良　正人 ナラ　マサト
（財）山形県体育協会 森　和男 モリ　カズオ
（財）栃木県体育協会 五味渕　秀幸 ゴミブチ　ヒデユキ

平原　昭 ヒラハラ　アキラ
木村　雅史 キムラ　マサシ
白倉　賢二 シラクラ　ケンジ
土屋　明弘 ツチヤ　アキヒロ
森川　嗣夫 モリカワ　ツグオ
徳重　克彦 トクシゲ　カツヒコ
佐久川　輝章 サクガワ　テルアキ
森石　丈二 モリイシ　ジョウジ
園田　昌毅 ソノダ　マサキ
大西　祥平 オオニシ　ショウヘイ
小堀　悦孝 コボリ　ヨシタカ
近藤　総一 コンドウ　ソウイチ

（財）山梨県体育協会 浜田　良機 ハマダ　ヨシキ
（財）石川県体育協会 米澤　幸平 ヨネザワ　コウヘイ

三村　正毅 ミツムラ　マサタケ
桑波田　恵生 クワハタ　シゲオ

（財）愛知県体育協会 長嶋　正實 ナガシマ　マサミ
（財）兵庫県体育協会 松本　學 マツモト　マナブ
（財）島根県体育協会 佐々木　亮 ササキ　アキラ

日域　淳一郎 ジツイキ　ジュンイチロウ
平松　伸夫 ヒラマツ　ノブオ

（財）香川県体育協会 蔵本　守雄 クラモト　モリオ
（財）福岡県体育協会 清永　明 キヨナガ　アキラ
（財）熊本県体育協会 杉山　眞夫 スギヤマ　ミチオ
（財）大分県体育協会 三好　博 ミヨシ　アツシ
（財）鹿児島県体育協会 高岡　茂 タカオカ　シゲル

奥原　典一 オクハラ　ノリカズ
神谷　幸夫 カミヤ　ユキオ
宮城　正一 ミヤギ　ショウイチ

（財）静岡県体育協会

（財）広島県体育協会

（財）沖縄県体育協会

（財）北海道体育協会

（財）群馬県体育協会

（財）千葉県体育協会

（財）神奈川県体育協会



平成19年度　財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰
表彰の基準　第2号

推薦団体 氏名 フリガナ 有資格 指導選手名 昨年度の成績

金子 正子 （カネコ　マサコ） 上級コーチ 鈴木 絵美子 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

原田 早穂 原田 早穂　ソロ(FR:4位TR:3位）

原田/鈴木　デュエット（TR:3位）

鈴木/松村　デュエット（FR:3位）

小川 眞佐代 （オガワ　マサヨ） 鈴木 絵美子 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

原田 早穂 シンクロ：チーム（TR)2位

川嶋 奈緒子 鈴木(絵)/川嶋/小林（寛）/橘/小林（千）/小村/村松/鈴木（英）

小林 寛美 シンクロ：チーム（FR)3位

橘 雅子 鈴木(絵)/川嶋/小林（寛）/橘/小西/小村/村松/原田

小林 千紗

小村 恵里佳

村松 亜矢子

小西 貴子

鈴木 英里奈

久　由利子 （ツルヒサ　ユリコ） 鈴木 絵美子 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

原田 早穂 シンクロ：チーム（FR:3位）

川嶋 奈緒子 鈴木（絵）/原田/川嶋/小林/橘/青木/小村/村松/小西/鈴木（英）

小林 寛美

橘 雅子

青木 愛

小村 恵里佳

小西 貴子

村松 亜矢子

鈴木 英里奈

馬淵　崇英 （マブチ　スウエイ） 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

飛込：3m飛板飛込　4位

松本　行夫 （マツモト　ユキオ） 中川 真依 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

山下 美沙子 飛込：10mシンクロ　8位

鈴木　陽二 （スズキ　ヨウジ） 森田 智己 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

伊藤 華英 競泳：森田→背泳ぎ（100m8位：200m7位）メドレーリレー（400m：2位）

競泳：伊藤→背泳ぎ（100m5位：200m5位）

平井　伯昌 （ヒライ　ノリマサ） 上級教師 北島 康介 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

上級コーチ 櫻井 裕司 競泳：北島→平泳ぎ（50m5位：100m2位：200m1位）メドレーリレー（400m：2位）

中村 礼子 競泳：櫻井→リレー（800m：7位）

上田 春佳 競泳：中村→背泳ぎ（50m5位：100m3位：200m3位）メドレーリレー（400m：6位）

競泳：上田→リレー（800m：6位）

竹村　吉昭 （タケムラ　ヨシアキ） 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

競泳：背泳ぎ（50m7位）

太田　伸 （オオタ　シン） 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

競泳：バタフライ（200m6位）

萬久　博敏 （マンキュウ　ヒロトシ） 小島 貴光 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

三田 真希 競泳：小島→リレー（800m:7位）　三田→リレー（800m:6位）　メドレーリレー
（400m:6位）　土肥→リレー（400m:6位）

土肥 亜也子

倉澤　利彰 （クラサワ　トシアキ） 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

競泳：柴田→バタフライ（200m：5位）

田中　孝夫 （タナカ　タカオ） 上級教師 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

上級コーチ 競泳：自由形（400m：3位・800m：6位・1500m：3位）　メドレーリレー（800m：6
位）
第12回世界水泳選手権水泳競技大会

高橋　雄介 （タカハシ　ユウスケ） リレー（800m:7位）　　メドレーリレー（400m:2位）

久世　由美子 （クゼ　ユミコ） 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

競泳：リレー（800m：7位）

奥野　景介 （オクノ　ケイスケ） 教師 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

上級コーチ 競泳：背泳ぎ（50m：7位）

道浦　健壽 （ミチウラ　タケトシ） 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

メドレーリレー（400m：2位）

田村　栄子 （タムラ　エイコ） 第12回世界水泳選手権水泳競技大会

競泳：リレー（800m：6位）

阿部　肇 （アベ　タダシ） 須田　貴浩 第15回アジア競技大会

大元　英輝 ボート競技　男子軽量級ダブルスカル1位

寺内　健

上級コーチ

上級コーチ

上級コーチ 中村 真衣

上級コーチ

中西 悠子

上級コーチ

上級コーチ 柴田 隆一

上級コーチ

柴田 亜衣

上級コーチ 細川　大輔

上級コーチ 松田　丈志

（社）日本ボート協会 コーチ

古賀　淳也

上級コーチ 山本　貴司

上級コーチ 浦部　紀衣

（財）日本水泳連盟

上級コーチ

上級コーチ
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Ｎｏ 氏名 フリガナ 推薦理由

1
福林　徹 フクバヤシ　トオル 公認スポーツ指導者養成講習会スポーツ医学（外科）講師（1988年～）

2
豊岡　示朗 トヨオカ　ジロウ 公認スポーツ指導者養成講習会トレーニング科学（生理学）講師（1991年～）

3
後藤　幸弘 ゴトウ　ユキヒロ 公認スポーツ指導者養成講習会スポーツ指導論講師（1988年～）

4
中原　凱文 ナカハラ　ヨシブミ 指導者育成専門委員（2001年～）


