
【日本ソフトテニス連盟　参加者】

氏　　名

1 　　　専務理事 野際　照章

2 　　　理事・生涯スポーツ委員会 委員長 川西　斎

3 　　　理事・競技委員会 委員長 安藤　正美

4 　　　理事・指導委員会 委員長 篠邉　保

5 　　　理事・広報委員会　委員長 山下　晴海

6 　　　理事・シニア部会　副部会長 石川　雅利

7 　　　理事・生涯スポーツ委員会 委員 川島　登

8 　　　監事 山本　毅

9 　　　高体連ソフトテニス専門部 菊本　泰彰

10 　　　中体連ソフトテニス専門部 大房　裕司

11 　　　医科学委員会　委員長 山本　裕二

12 　　　全日本U-20男子監督 堀　晃大

13 　　　全日本U-20男子トレーナー 中野　道治

14 　　　全日本U-17男子監督 池田　征弘

15 　　　全日本U-14男子監督 橋本　康徳

16 　　　ナショナルチーム女子トレーナー 桑原　亜香音

17 　　　全日本U-20女子コーチ 合田　清志

18 　　　全日本U-20女子監督 伊加　英隆

19 　　　全日本U-17女子コーチ 篠原　和隆

20 　　　全日本U-17女子トレーナー 工藤　梨乃

21 　　　全日本U-14男子コーチ 松元　誠二

22 　　　全日本U-14女子監督 田中　弘

23 　　　トレーナーアドバイザー 川上　晃司

24 　　　生涯スポーツ委員会　委員 椎名　顕子

25 　　　生涯スポーツ委員会　委員 普天間　富士子

　　　小学生部会　部会長 長岡　敏久

24 　　　小学生部会　副部会長 和歌浦　京子

25 　　　小学生部会　部会員 宇野　一行

26 　　　小学生部会　部会員 友谷　往弘

　　　小学生部会　部会員 畠山　洋二

25 　　　小学生部会　部会員 花園　安紀

26 　　　小学生部会　部会員 廣島　義清

27 　　　小学生部会　部会員 渡瀬　義正

28 　　　小学生部会　部会員 中村　正広

29 　　　シニア部会　部会員 鍵　茂

30 　　　シニア部会　部会員 横野　久美子

31 　　　広報委員会　委員 田中　和雄

32 　　　ＮＴＴ西日本　選手 丸中　大明

33 　　　ＮＴＴ西日本　選手 船水　雄太

34 　　　ＮＴＴ西日本　選手 村上　雄人

35 　　　ＮＴＴ西日本　選手 村田　匠

36 　　　日本連盟事務局職員 大八木　洋子

【平成30年度　指導者研修会参加者名簿】

役　　　　　　　　　　職



【各支部参加者】

小学生指導者 中学生指導者 高校生指導者

1 北海道 冬澤　実和 庄司　浩人 西山　泰宏

2 青森 風穴　武寿 一ノ渡　正人 片岡　勝

3 岩手 内澤　由里子 菊地　晃秀 川口　史朗

4 宮城 佐藤　正信 本田　文子 近藤　達海

5 秋田 福田　浩 渡邉　泰介 藤原　淳

6 山形 石塚　良二 大久保　守 船田　征位

7 福島 渡部　昭洋 猪股　尚文 森本　聡

8 茨城 橋本　竜一 中泉　光平 豊田　裕樹

9 栃木 若月　昌宏 渡邉　卓郎 星　涼人

10 群馬 長尾　景茂 原田　佳幸 佐藤　広大

11 埼玉 大塚　信英 不破　克人 長谷川　輝

12 千葉 駒崎　喜美代 河西　政道 飯田　純一

13 東京 花園　智弘 平野　富靖 永津　圭一

14 神奈川 松元　文敏 田中　祥章 押田　聖史

15 山梨 雨宮　由美 三井　洋介 榎並　克典

16 新潟 小野　道康 坂井　真琴 高橋　智宏

17 長野 土屋　和博 松井　良平 中山　賢二

18 富山 細木　誠 亀田　健太 土田　俊輔

19 石川 番井　一夫 鹿野　隆史 青木　崇

20 福井 早水　さゆり 岩本　純一 汐谷　智博

21 静岡 尾上　雅巳 新村　和弥 小泉　友里

22 愛知 藤城　憲之 川村　康司 山本　新平

23 三重 疋島　利彦 原田　慎也 竹内　惇浩

24 岐阜 二村　宗明

25 滋賀 田中　靖雄 伊藤　惇 前田　秀生

26 京都 関口　道明 上田　竜二 柴田　洋介

27 大阪 石田　純 中村　和昭 内本　泰輔

28 兵庫 広岡　克己 上野　敦史 勝川　太一

29 奈良 髙本　剛史 松下　直示 紙森　隆弘

30 和歌山 川並　久美子 髙山　勉 北野　勝也

31 鳥取 久野　明男 渡部　充哉 柿本　琢也

32 島根 原　伸次 矢田　卓 谷口　和也

33 岡山 眞野　朋彦 三宅　健一郎 近藤　康之

34 広島 矢多部　義夫 上貝　一介 梅本　一之

35 山口 石川　忠司 村田　健太郎 谷　直樹

36 徳島 新居　啓二 太田　悦彰 光山　幸典

37 香川 細谷　昌弘 湯浅　雄貴 長尾　宏

38 愛媛 正岡　義晶 槇　光一郎 浦田　雄一

39 高知 藤戸　良将 山本　大造 秋元　杏里

40 福岡 石井　亮多 龍　大介

41 佐賀 堤　崇 佐藤　晋太郎 園田　真実

42 長崎 下田　祐史 山口　貴裕 大場　康平

43 熊本 岩下　敏和 有田　泰士 林田　貴章

44 大分 成松　祐哉 神志那　力 深田　洋一

45 宮崎 鮫島　福弘 西岡　知雄 山口　将人

46 鹿児島 五百路　広幸 加藤　秀俊 小牧　富士也

47 沖縄 石垣　亜紀子 神谷　繁也


