
推薦団体 氏名 フリガナ 競技名 有資格

（財）北海道体育協会 品田　吉博 シナダ　ヨシヒロ 陸上競技 上級コーチ

（財）北海道体育協会 阿部　淳子 アベ　ジュンコ 水泳 指導員

（財）北海道体育協会 山口　千恵 ヤマグチ　チエ ソフトテニス 上級指導員

（財）北海道体育協会 櫻井　八壽子 サクライ　ヤスコ 水泳 コーチ

（財）北海道体育協会 塚田　律子 ツカダ　リツコ バドミントン 上級指導員

（財）北海道体育協会 斉藤　謙司 サイトウ　ケンジ バレーボール 指導員

テニス 上級指導員

テニス 教師

（財）青森県体育協会 柄本　和吉 ツカモト　カズヨシ スポーツプログラマー

馬術 コーチ

スポーツプログラマー

（財）岩手県体育協会 佐々木　喜久子 ササキ　キクコ 体操 コーチ

（財）岩手県体育協会 菅原　勝雄 スガワラ　カツオ バレーボール 上級指導員

（財）岩手県体育協会 坂下　由勝 サカシタ　ヨシカツ 柔道 指導員

（財）宮城県体育協会 鈴木　信雄 スズキ　ノブオ ソフトテニス 上級指導員

（財）宮城県体育協会 阿部　健治 アベ　ケンジ ラグビーフットボール 指導員

（財）宮城県体育協会 齋藤　敏文 サイトウ　トシフミ 卓球 指導員

（財）秋田県体育協会 加賀　忠雄 カガ　タダオ サッカー 指導員

（財）秋田県体育協会 杉　敏男 スギ　トシオ バレーボール 指導員

（財）山形県体育協会 斉藤　亮子 サイトウ　リョウコ 水泳 指導員

（財）山形県体育協会 佐藤　薫 サトウ　カオル バドミントン 指導員

（財）福島県体育協会 山本　和子 ヤマモト　カズコ なぎなた 上級指導員

スキー 上級指導員

スキー 上級教師
アシスタントマネジャー

（財）福島県体育協会 吉田　美佐子 ヨシダ　ミサコ スポーツプログラマー

（財）茨城県体育協会 菅谷　政宏 スガヤ　マサヒロ 山岳 コーチ

（財）茨城県体育協会 吉原　直博 ヨシハラ　ナオヒロ 水泳 上級コーチ

（財）茨城県体育協会 中森　美紗 ナカモリ　ミサ 卓球 指導員

卓球 指導員
ジュニアスポーツ指導員

テニス 上級指導員
スポーツプログラマー

（財）栃木県体育協会 渡辺　清二 ワタナベ　セイジ ソフトテニス 指導員

山岳 上級コーチ
アシスタントマネジャー

（財）栃木県体育協会 須見　照夫 スミ　テルオ ソフトテニス 指導員

（財）群馬県体育協会 設楽　登美子 シタラ　トミコ 水泳 上級コーチ

（財）群馬県体育協会 古賀　一夫 コガ　カズオ バスケットボール 上級指導員

（財）群馬県体育協会 吉田　米雄 ヨシダ　ヨネオ バスケットボール 指導員

バレーボール 指導員

バスケットボール 指導員
スポーツプログラマー

（財）埼玉県体育協会 狩野　幸司 カリノ　コウシ バスケットボール 指導員

（財）埼玉県体育協会 廣田　信男 ヒロタ　ノブオ バスケットボール 指導員

（財）埼玉県体育協会 加藤　孝子 カトウ　タカコ ソフトテニス 上級指導員

テニス 上級指導員

スポーツプログラマー

バレーボール 上級指導員
ジュニアスポーツ指導員

バレーボール 上級指導員

スポーツプログラマー

（財）千葉県体育協会 加藤　久子 カトウ　ヒサコ なぎなた 上級指導員

（財）千葉県体育協会 髙橋　チカ子 タカハシ　チカコ なぎなた 上級指導員

（財）千葉県体育協会 佐藤　ギン サトウ　ギン なぎなた 上級指導員

（財）千葉県体育協会 清水　進 シミズ　ススム 陸上競技 コーチ

（財）千葉県体育協会 杉﨑　彰彦　 スギサキ　アキヒコ 柔道 コーチ

（財）千葉県体育協会 西沢　マサ子 ニシザワ　マサコ 卓球 上級指導員

（財）千葉県体育協会 長澤　孝雄 ナガサワ　タカオ テニス 上級指導員

（財）千葉県体育協会 竹畑　いつ子 タケハタ　イツコ バレーボール 指導員

（財）千葉県体育協会 佐藤　秀有 サトウ　ヒデアリ 山岳 指導員

（財）東京都体育協会 工藤　享志 クドウ　タカシ 卓球 上級指導員

（財）東京都体育協会 阿部　博幸 アベ　ヒロユキ 卓球 上級コーチ

（財）神奈川県体育協会 森谷　博 モリタニ　ヒロシ 水泳 上級コーチ

（財）神奈川県体育協会 山口　尊広 ヤマグチ　タカヒロ テニス 上級指導員

（財）神奈川県体育協会 矢部　由紀子 ヤベ　ユキコ 体操 上級指導員

（財）神奈川県体育協会 尾山　浩治 オヤマ　コウジ 山岳 上級指導員

（財）神奈川県体育協会 高橋　守 タカハシ　マモル 山岳 上級指導員

（財）神奈川県体育協会 野田　昭義 ノダ　アキヨシ バドミントン 上級指導員

バドミントン 上級指導員

アシスタントマネジャー

（財）神奈川県体育協会 伊藤　節子 イトウ　セツコ 体操 上級指導員
（財）神奈川県体育協会 釜我　絹恵 カマガ　キヌエ 体操 上級指導員

（財）神奈川県体育協会 清澤　保大 キヨサワ　ヤスヒロ 軟式野球 指導員

（財）神奈川県体育協会 本田　ひろ子 ホンダ　ヒロコ なぎなた 指導員

バレーボール 指導員

ジュニアスポーツ指導員

（財）埼玉県体育協会

綿引　泰子

マツダイラ　シゲオ

（財）千葉県体育協会

長嶋　文夫

岩田　礼子

（財）埼玉県体育協会

（財）埼玉県体育協会

（財）茨城県体育協会

ワタヒｷ　ヤスコ

シラネ　カズヒデ

（財）青森県体育協会 古舘　修 フルダテ　オサム

（財）青森県体育協会 高木　時子 タカギ　トキコ

白根　一英

イワタ　レイコ

（財）福島県体育協会

渡邉　雄二 ワタナベ　ユウジ

川島　克夫 カワシマ　カツオ

松平　繁男

（財）茨城県体育協会

（財）栃木県体育協会

若山　繁見

入江　娃津子 イリエ　アツコ

ナガシマ　フミオ

（財）神奈川県体育協会 コセキ　トミオ

ワカヤマ　シゲミ

古関　富雄

（財）神奈川県体育協会



推薦団体 氏名 フリガナ 競技名 有資格
アシスタントマネジャー

（財）山梨県体育協会 渡邉　悟 ワタナベ　サトル 陸上競技 上級コーチ

（財）山梨県体育協会 赤池　久美子 アカイケ　クミコ なぎなた 指導員

（財）山梨県体育協会 花村　弘子 ハナムラ　ヒロコ バレーボール 上級指導員

（財）山梨県体育協会 繪上　久子 エガミ　ヒサコ ソフトテニス 上級指導員

テニス 教師

テニス 上級コーチ

（財）長野県体育協会 矢嶋　邦子 ヤジマ　クニコ バドミントン 指導員

（財）長野県体育協会 松永　博 マツナガ　ヒロシ バドミントン 指導員

（財）長野県体育協会 畠山　義人 ハタケヤマ　ヨシト スケート 上級コーチ

（財）富山県体育協会 貫江　和夫 ヌキエ　カズオ サッカー 上級コーチ

（財）富山県体育協会 越前　敏丈 エチゼン　トシタケ ハンドボール コーチ

（財）石川県体育協会 親谷　均二 オヤタニ　キンジ 陸上競技 指導員

（財）石川県体育協会 桶谷　勉 オケタニ　ツトム ジュニアスポーツ指導員

（財）福井県体育協会 八尾　正博 ヤオ　マサヒロ 卓球 上級コーチ

（財）福井県体育協会 瀨戸　六左衛門 セト　ロクザエモン バドミントン 指導員

（財）福井県体育協会 山口　操 ヤマグチ　ミサオ ジュニアスポーツ指導員

（財）静岡県体育協会 杉山　守由 スギヤマ　モリユキ スケート 指導員

（財）静岡県体育協会 黒川　勝 クロカワ　マサル 山岳 上級指導員

（財）静岡県体育協会 服部　博行 ハットリ　ヒロユキ ソフトテニス 上級指導員

（財）静岡県体育協会 岩澤　治二 イワサワ　ハルジ 水泳 上級指導員

（財）静岡県体育協会 嶋本　千秋 シマモト　チアキ 空手道 上級コーチ

（財）静岡県体育協会 髙田　稔 タカダ　ミノル サッカー 上級コーチ

（財）静岡県体育協会 白鳥　優 シラトリ　マサル ソフトボール 上級コーチ

（財）静岡県体育協会 村松　真孝 ムラマツ　マサタカ 空手道 上級コーチ

（財）愛知県体育協会 鈴木　敬二 スズキ　ノリジ バドミントン 指導員

（財）愛知県体育協会 鈴木　貞子 スズキ　サダコ バレーボール 指導員

（財）愛知県体育協会 中島　智 ナカシマ　サトル バスケットボール 上級コーチ

（財）愛知県体育協会 七里　正子 シチリ　マサコ スポーツプログラマー

（財）三重県体育協会 松澤　二一 マツザワ　フジカズ 陸上競技 上級コーチ

（財）岐阜県体育協会 市川　紘二 イチカワ　コウジ 体操 上級コーチ

スキー 上級指導員

バスケットボール 指導員

スポーツプログラマー

アシスタントマネジャー

（財）兵庫県体育協会 計　トミエ ハカリ　トミエ バレーボール 指導員

（財）兵庫県体育協会 川中　明 カワナカ　アキラ バレーボール 上級指導員

水泳 上級コーチ

水泳 上級教師

（財）兵庫県体育協会 竹見　聖司 タケミ　キヨシ バレーボール 指導員

体操 上級指導員

バレーボール 上級指導員

（財）兵庫県体育協会 松尾　和彦 マツオ　カズヒコ ラグビーフットボール 指導員

（財）兵庫県体育協会 高本　典昭 コウモト　ノリアキ 水泳 コーチ

（財）兵庫県体育協会 稲田　正芳 イナダ　マサヨシ ソフトテニス 上級指導員

（財）兵庫県体育協会 柏原　信也 カシワラ　ノブヤ バドミントン 上級指導員

（財）奈良県体育協会 樋山　茂 ヒヤマ　シゲル ボクシング 上級コーチ

（財）奈良県体育協会 島田　好人 シマダ　ヨシト ウエイトリフティング 指導員

（財）広島県体育協会 木原　征治 キハラ　セイジ ホッケー 上級コーチ

（財）広島県体育協会 黒田　博巳 クロダ　ヒロミ バレーボール 上級指導員

（財）山口県体育協会 佐藤　太助 サトウ　タスケ バスケットボール 指導員

（財）山口県体育協会 河原　敏男 カワハラ　トシオ バレーボール 上級コーチ

（財）山口県体育協会 林　洋治 ハヤシ　ヒロハル バレーボール 上級指導員

サッカー 指導員

アシスタントマネジャー

（財）香川県体育協会 中村　彰夫 ナカムラ　アキオ 水泳 上級指導員

（財）香川県体育協会 永田　聡 ナガタ　サトシ ボクシング コーチ

（財）徳島県体育協会 住友　義幸 スミトモ　ヨシユキ ソフトボール 上級コーチ

（財）徳島県体育協会 中村　義輝 ナカムラ　ヨシアキ サッカー 指導員

（財）愛媛県体育協会 濱中　勉 ハマナカ　ツトム バドミントン 上級コーチ

（財）愛媛県体育協会 門田　典久 カドタ　ノリヒサ バレーボール 上級コーチ

（財）愛媛県体育協会 武田　武則 タケダ　タケノリ ボウリング コーチ

（財）愛媛県体育協会 村井　智朗 ムライ　トモアキ バレーボール 指導員

（財）愛媛県体育協会 小橋　和子 コバシ　カズコ バドミントン 上級指導員

（財）高知県体育協会 谷淵　昌三 タニブチ　マサミ 水泳 コーチ

（財）高知県体育協会 兵頭　重徳 ヒョウドウ　シゲノリ 陸上競技 コーチ

（財）福岡県体育協会 中村　信二 ナカムラ　シンジ テニス 上級指導員

（財）福岡県体育協会 永井　直 ナガイ　スナオ 山岳 上級指導員

（財）福岡県体育協会 池田　智彦 イケダ　トモヒコ バドミントン 上級指導員

（財）福岡県体育協会 田中　國明 タナカ　クニアキ バスケットボール 上級コーチ

（財）福岡県体育協会 石田　英夫 イシダ　ヒデオ バレーボール 上級指導員

（財）佐賀県体育協会 深村　勉 フカムラ　ツトム 柔道 指導員

（財）長崎県体育協会 真鳥　市郎 マトリ　イチロウ ソフトボール 指導員

（財）長崎県体育協会 井ノ上　澄夜 イノウエ　スミヤ 陸上競技 上級指導員

（財）熊本県体育協会 有田　迪子 アリタ　ミチコ 水泳 上級指導員

（財）熊本県体育協会 森　英和 モリ　ヒデカズ 陸上競技 上級コーチ

（財）熊本県体育協会 小堺　秀斗 コザカイ　ヒデト バスケットボール コーチ

（財）大分県体育協会 石田　元彦 イシダ　モトヒコ スポーツトレーナー２級

ナカニシ　ススム中西　進

（財）長野県体育協会 庭山　裕 ニワヤマ　ヒロシ

（財）香川県体育協会 大浦　恭敬 オオウラ　ヤスユキ

齊藤　昌久 サイトウ　マサヒサ

（財）兵庫県体育協会

（財）兵庫県体育協会

谷垣　千年 タニガキ　チトセ

（財）京都府体育協会



推薦団体 氏名 フリガナ 競技名 有資格

（財）大分県体育協会 後藤　信子 ゴトウ　ノブコ 山岳 上級指導員

（財）宮崎県体育協会 吉原　御輝翁 ヨシハラ　ミキオ ソフトボール 指導員

（財）宮崎県体育協会 押川　尚生 オシカワ　ヒサオ ソフトボール 上級指導員

（財）鹿児島県体育協会 中江　貞次 ナカエ　テイジ 弓道 上級指導員

（財）鹿児島県体育協会 福元　馨 フクモト　カオル ソフトボール 上級指導員

（財）鹿児島県体育協会 岡山　明弘 オカヤマ　アキヒロ ハンドボール 上級コーチ

（財）鹿児島県体育協会 西　決造 ニシ　ケツゾウ 空手道 コーチ

（財）沖縄県体育協会 金城　幸信 キンジョウ　ユキノブ ハンドボール 上級コーチ

（財）日本水泳連盟 坂田　八千代 サカタ　ヤチヨ 水泳 上級コーチ

（財）日本水泳連盟 金井　茂夫 カナイ　シゲオ 水泳 上級指導員
（財）日本セーリング連盟 佐藤　精知夫 サトウ　セチオ セーリング 上級コーチ
（財）日本セーリング連盟 藤沢　誠一 フジサワ　セイイチ セーリング 上級コーチ
（財）日本ハンドボール協会 平岡　秀雄 ヒラオカ　ヒデオ ハンドボール 上級コーチ

（財）日本ソフトボール協会 中野　紀明 ナカノ　トシアキ ソフトボール 上級指導員

（財）日本ソフトボール協会 田尻　春童 タジリ　シュンドウ ソフトボール 上級指導員

（財）日本ソフトボール協会 松本　敏行 マツモト　トシユキ ソフトボール 上級指導員

（財）日本ラグビーフットボール協会 山本　巖 ヤマモト　イワオ ラグビーフットボール 上級コーチ

（財）日本ラグビーフットボール協会 上田　昭夫 ウエダ　アキオ ラグビーフットボール 上級コーチ

（社）日本山岳協会 菅野　三知博 カンノ　ミツヒロ 山岳 上級コーチ

（社）日本山岳協会 阿部　信一 アベ　シンイチ 山岳 上級指導員

（社）日本山岳協会 古畠　俊彦 フルハタ　トシヒコ 山岳 上級指導員

銃剣道 上級指導員

スポーツプログラマー
（社）全日本銃剣道連盟 兼坂　弘道 カネサカ　ヒロミチ



推薦団体 氏名 フリガナ

（財）北海道体育協会 計良　基治 ケイラ　モトハル
（財）青森県体育協会 川島　卯太郎 カワシマ　ウタロウ
（財）岩手県体育協会 斎藤　次彦 サイトウ　ツギヒコ
（財）山形県体育協会 新野　晃敏 ニイノ　アキトシ
（財）栃木県体育協会 和久　茂仁 ワク　シゲヒト
（財）群馬県体育協会 村田　　繁 ムラタ　シゲル
（財）群馬県体育協会 長谷川　昭 ハセガワ　アキラ
（財）群馬県体育協会 生方　璋 ウブカタ　ショウ
（財）富山県体育協会 仲井間　憲成 ナカイマ　ノリシゲ

（財）石川県体育協会 末吉　泰信 スエヨシ　ヤスノブ

（財）静岡県体育協会 石井　馨 イシイ　カオル

（財）愛知県体育協会 井戸田　仁 イドタ　ヒトシ
（財）愛知県体育協会 本庄　宏司 ホンジョウ　ヒロシ
（財）愛知県体育協会 花木　芳洋 ハナキ　ヨシヒロ
（財）島根県体育協会 佐藤　方則 サトウ　マサノリ
（財）福岡県体育協会 藤井　正敏 フジイ　マサトシ
（財）熊本県体育協会 藏元　昭一 クラモト　ショウイチ
（財）大分県体育協会 永冨　裕文 ナガトミ　ヒロフミ
（財）宮崎県体育協会 田島　直也 タジマ　ナオヤ
（財）日本サッカー協会 河野　照茂 コウノ　テルシゲ



推薦団体 氏名 フリガナ 有資格 指導選手名 昨年度の成績

(財）日本水泳連盟 上野　広治 ウエノ　コウジ 上級コーチ 競泳選手団
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳監督

(財）日本水泳連盟 鈴木　陽二 スズキ　ヨウジ 上級コーチ 伊藤　華英
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：背泳ぎ（100m：8位）、メドレーリレー（4×100m：６位）

(財）日本水泳連盟 平井　伯昌 ヒライ　ノリマサ
上級コーチ
上級教師

北島　康介
中村　礼子
上田　春佳

第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：平泳ぎ（100m、200m：1位）　　北島
　　　　背泳ぎ（100m：6位、200m：３位）　　中村
　　　　リレー（4×200m:７位）　　上田
　　　　メドレーリレー（4×100m：６位）　　上田

(財）日本水泳連盟 田中　孝夫 タナカ　タカオ
上級コーチ
上級教師

高鍋　絵美
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：リレー（4×200m：7位）

(財）日本水泳連盟 倉澤　利彰 クラサワ　トシアキ 上級コーチ 佐藤　久佳
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：メドレーリレー（4×100m：3位）

(財）日本水泳連盟 久世　由美子 クゼ　ユミコ 上級コーチ 松田　丈志
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：バタフライ（200m：3位）

(財）日本水泳連盟 太田　伸 オオタ　シン 上級コーチ 中西　悠子
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：バタフライ（200m：5位）

(財）日本水泳連盟 竹村　吉昭 タケムラ　ヨシアキ 上級コーチ 種田　恵
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：平泳ぎ（200m：8位）

(財）日本水泳連盟 伊藤　秀介 イトウ　シュウスケ 上級コーチ 高桑　健
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：個人メドレー（200m：5位）

(財）日本水泳連盟 道浦　健寿 ミチウラ　タケトシ 上級コーチ
入江　陵介
奥村　幸大

第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：背泳ぎ（200m：5位）　　入江
　　　　自由形（200m：7位）　　奥村

(財）日本水泳連盟 奥野　景介 オクノ　ケイスケ
上級コーチ
上級教師

北川　麻美
第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
競泳：平泳ぎ（100m：8位）、個人メドレー（200m：６位）

(財）日本水泳連盟 金子　正子 カネコ　マサコ 上級コーチ
原田　早穂

鈴木　絵美子
他　7名

第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
シンクロ競技：デュエット　3位、チーム　5位

(財）日本水泳連盟 小川　眞佐代 オガワ　マサヨ 上級コーチ
原田　早穂

鈴木　絵美子
他　7名

第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
シンクロ競技：デュエット　3位、チーム　5位

(財）日本水泳連盟 靏久　由利子 ツルヒサ　ユリコ 上級コーチ
原田　早穂

鈴木　絵美子
他　7名

第29回オリンピック競技大会（2008/北京）
シンクロ競技：デュエット　3位、チーム　5位



Ｎｏ 氏名 フリガナ 推薦理由

1 鴨門　義夫 カモン　ヨシオ 指導者育成専門委員会委員（1999年4月～2009年3月：10年）

2 麓　信義 フモト　ノブヨシ 公認スポーツ指導者養成講習会スポーツ心理学講師（1988年～）

3 佐久間　春夫 サクマ　ハルオ 公認スポーツ指導者養成講習会スポーツ心理学講師（1990年～）

4 菅原　哲朗 スガワラ　テツロウ 公認スポーツ指導者養成講習会スポーツ経営学（法律）講師（1991年～）

5 藤本　繁夫 フジモト　シゲオ 公認スポーツドクター養成講習会講師（1991年～）
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