
No 競技名 氏名 所属団体名 指導歴および競技歴

原田　康弘 クレーマージャパン
現役時代は日本選手権１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ優勝、４００ｍの元日本記録保持者、
指導者として日本陸上競技連盟男子短距離強化部長、日本代表短距離ヘッドコーチを歴任

松田　克彦 名古屋学院大学
十種競技元日本記録保持者であり、1993年世界陸上の日本代表選手
右代啓祐（十種競技日本記録保持者）、高橋萌木子（100ｍ・200ｍ日本代表）など多数
の日本を代表する選手を育成

2 水泳（シンクロ） 石山加壽美 (公財)京都踏水会
ジュニア世界選手権日本代表チームリーダー、世界選手権コーチなどを歴任し、日本を代表
する指導者である。国内トップレベルの選手や水泳連盟役員等とのパイプ役として各種情報
やアドバイスが期待される

若杉　透 新潟医療福祉大学 
アルビレックス新潟創立に携わり、初代監督、その後強化育成部長、育成統括部長を歴任
日本サッカー協会公認S級コーチ、日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチ指導者養成
担当

木村　康彦 日本サッカー協会
U15、U16、U17、U18と各育成年代の日本代表コーチを歴任。数々の国際大会で好成績
を挙げた
2013年U17ワールドカップではコーチとしてベスト16入りを果たした

本村　剛一 （株）イカイ
デビスカップ（1993､1995､1997～2006出場）、全日本選手権シングルス４度優勝
指導者としても全国トップレベルの柳川高校（福岡）を指導するなど高い指導力を有してい
る

米村　知子 ASIA PARTNER SHIP FUND
全日本室内テニス選手権シングルス2連覇、アジア大会ダブルス・団体銅メダル
栃木県、大阪府、愛媛県テニス協会主催教室などのジュニアを指導

5 ボート 大林　邦彦 日本ボート協会
ソウル・アトランタ・シドニー・アテネオリンピックの全日本代表コーチとして活躍
現在は全日本ジュニア代表コーチを務めるなど指導者として高い評価を得ている

6 ホッケー 山堀　貴彦 聖泉大学
現役時代は日本代表歴13年、日本リーグMVPを2回獲得するなどの活躍
全国大会常連校の聖泉大学監督として選手を育成

7 ボクシング 浅村　雅則 日本体育大学
全日本選手権優勝者を4名を育成、国民体育大会でも優勝者や準優勝者を指導
2008年世界選手権の日本代表コーチとして出場し、優れた指導力と幅広い人的ネットワー
クを持つ

藤田　幸光 京都橘大学
現役時代は松下電器チームエースとして活躍し、ワールドカップ、世界選手権等の国際大会
に出場
引退後は松下電器監督、全日本男子チームコーチ、全日本ジュニア女子コーチを歴任

荻野　正二 サントリーサンバーズ
日本代表選手として、オリンピック2回、世界選手権3回、ワールドカップ4回出場
また、サントリーサンバーズのヘッドコーチ・監督を歴任し指導者としても手腕を発揮

鹿島　丈博 大東文化大学
アテネオリンピック団体金メダル、個人あん馬銅メダル、北京オリンピック団体銀メダル
セントラルスポーツ体操競技部コーチとして、多くの若手有力選手を育成

塚原千恵子 塚原体操センター
選手として、メキシコオリンピック4位。全日本選手権個人総合優勝。世界選手権団体4位
朝日生命クラブの監督として、全日本選手権13連覇を記録し、24名ものオリンピック選手
を育成

体操（新体操） 小野田桂子 東京女子体育大学
東京女子体育大学講師、同新体操部団体コーチ
東京女子体育大学を全日本学生新体操選手権大会で優勝に導くなど、高い指導力を有する

東野　智弥  浜松・東三河フェニックス

日本バスケットボールリーグの監督  全日本チームアシスタントコーチ、監督を歴任
１０年前から、継続して本県ジュニアを指導しており、県内選手および指導者からの信頼も
厚い

梅崎　英毅 山梨学院大学
富士通、積水化学、日立といった実業団の監督を歴任
全日本チームのアシスタントコーチとしてアテネオリンピック出場。全日本U21監督として
アジアヤング大会2位の実績

11 レスリング 伊藤　広道 自衛隊体育学校
現役時代は日本代表選手として活躍し、ソウルオリンピックでは8位に入賞
自衛隊体育学校で指導者として選手を育成し、ロンドンオリンピック日本代表監督として指
揮

12 セーリング 兵藤　和行 柳が崎セーリングクラブ

選手として、全日本学生ヨット選手権優勝２回。アトランタオリンピック日本代表
同志社大学ヨット部コーチ、京都府競技力向上対策事業の講師など国内トップレベルの指導
者

13 ウエイトリフティング 宮下日出海 大阪商業大学
選手として、全日本選手権大会優勝。元日本記録保持者
指導技術が優れており、オリンピック強化選手を指導するなど、日本を代表する指導者であ
る

岩本　真典 大崎オーソル（日本リーグ）
現役時代は全日本メンバーとして、世界選手権など数々の国際大会に出場
大崎オーソル監督として、日本リーグ優勝など多数の実績

荷川取義浩 北國銀行
ソウルオリンピック、世界選手権日本代表選手
北國銀行の監督として、日本リーグ優勝を始め、全日本女子代表チームのスタッフも歴任

15 自転車 井上　和郎 ブリヂストン・アンカー

選手として国民体育大会優勝５回、自転車競技世界選手権日本代表２回の日本を代表する実
績
強化練習会や国体において、若手選手に対する的確な指導によって競技力向上に多大な貢献

16 ソフトテニス 大野美紗子 前ナガセケンコー監督

選手として、インターハイ個人2連覇。全日本選手権大会優勝3回
監督として、世界選手権大会準優勝、アジア選手権大会優勝、東アジア選手権大会優勝など
数々の優れた実績

寺田　憲治 Ｔ’ｓＺＥＲＯ＋
日本生命女子コーチ：全日本女子団体優勝・全日本女子ダブルス優勝（Ｈ５～Ｈ９）
伊丹卓球教室監督：全日本カデット女子１３歳以下シングルス３位、１４歳女子シングルス
３位

太田　康仁 武蔵野中学高等学校
全国中学校大会団体29年連続出場、優勝4回や高校総体団体優勝1回などの指導実績、平成
13年～24年度日本卓球協会ホープス・ジュニアナショナルチームコーチを務め、全日本屈
指の指導者

平成２６年度スーパーアドバイザー　一覧

1 陸上

3 サッカー

4 テニス

14 ハンドボール

17 卓球

8 バレーボール

9

体操（競技）

10 バスケットボール
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18 軟式野球 矢田　昌弘 愛知県軟式野球連盟
小林記録紙で選手として、天皇杯、国体、都市対抗大会等の優勝経験者。小林記録紙の監
督、副部長として全日本軟式野球、国体等軟式野球の全大会の全国優勝を成し遂げた

19 馬術 林　忠義 北総乗馬クラブ
シドニー・アテネオリンピック出場　岐阜国体のチーフアドバイザーとして岐阜県を男女総
合優勝に導く。馬の調整から選手の指導に卓越した技術を有する

20 フェンシング 中野　希望 大垣共立銀行
全日本選手権優勝、ユニバーシアード日本代表、アジア大会個人銀メダル・団体金メダル、
ロンドンオリンピック日本代表選手。
チームふくいアスリート指定選手などに世界の技や情報を示し、本県の競技力向上に貢献

増地　克之 筑波大学
選手として、アジア大会優勝2回、ユニバーシアード優勝、全日本選手権優勝2回
筑波大学の監督として、研究分野のコーチング学を活用し、競技力向上に直結する指導を実
践

増地千代里 全日本柔道連盟
選手としてバルセロナオリンピック銅メダル、1993年世界選手権2位、1997年世界選手
権3位など世界の第一線で活躍。筑波大学の特別コーチや全日本柔道連盟女子強化部長を歴
任、優れた手腕を発揮

西村　信紀  IPU環太平洋大学
世界選手権に5回出場し、2000年世界選手権で準優勝するなど日本のエースとして活躍
2007年に設立された環太平洋大学の監督に就任。2012年には日本代表監督に就任

増淵まり子 岐阜聖徳学園大学
大学選手権4連覇。日本リーグ1部デンソーのエースとして活躍。シドニーオリンピック銀
メダリスト
デンソーでコーチに就任するほか、テレビのピッチング教室などで活躍

23 バドミントン 長谷川博幸 ヨネックス株式会社
全日本選手権優勝　全日本ジュニアナショナルチーム男子ヘッドコーチ、元尚美学園ヘッド
コーチ
競技実績、指導実績ともに素晴らしく、本県の競技力向上に大きく貢献

24 弓道 石井　誠 茨城県弓道連盟
現役時代は全日本弓道大会での優勝や国体での度重なる入賞など輝かしい実績
茨城県を中心に主として少年の強化を担当　経験と実践に基づいた指導法には定評がある

25 ライフル射撃 牧　征樹  滋賀県ライフル射撃協会
世界射撃選手権、ワールドカップ射撃大会、アジア競技大会、などの国際競技会に出場
射撃に関する深い知識と経験を持ち、メンタル指導や技術指導など実用性のある指導が秀逸

26 剣道 佐藤　成明 筑波大学
範士８段、全日本剣道連盟審議委員、関東学生剣道連盟会長、筑波大学剣道部監督、国士舘
大学剣道部師範として優れた指導力を発揮し、多くの優秀な剣士を育成

27 ラグビーフットボール 記虎　敏和 常翔啓光学園
啓光学園ラクビー部監督として、全国制覇５回・準優勝３回など多くのタイトルを獲得
日本ラクビー協会高校代表強化委員。２００４－２０１１龍谷大学ラグビー部監督

28 山岳 伊東　秀和 プロフリークライマー

選手として、ジャパンツアー年間チャンピオン（2年連続）、世界選手権5回出場
指導者として、ユース強化委員長や日本代表監督を歴任。安間佐千など日本代表選手を育て
上げた実績

29 カヌー 本田大三郎 マホロバ・ホンダカヌースクール

選手として、東京オリンピック出場（１０００ｍカナディアン）
その後、日本代表強化コーチとしてミュンヘンオリンピックに帯同、数多くの選手を指導育
成

30 アーチェリー 杉浦　成利 高山西高校
選手として、全日本選手権、国民体育大会出場多数
ロンドンオリンピックの女子コーチとして、団体銅メダルの獲得という優秀な実績

31 空手道 津山　捷泰 全日本空手道連盟
京都産業大学監督として48年のキャリアがあり、全日本空手道連盟・世界空手連盟におい
て技術委員長を務めた。国内では特別コーチとして、国際大会では監督としてその手腕を発
揮し、大きな成果を収める

32 なぎなた 成田登代子  兵庫県　なぎなた連盟
全日本なぎなた選手権6回優勝、兵庫県なぎなた連盟強化部長
全日本なぎなた連盟より、福井県指導担当として推薦され、優れた指導実践に定評

33 ボウリング 高橋　俊博  静岡県　ボウリング連盟

選手として全日本選抜選手権大会優勝　アジア選手権、アジア競技大会等国際大会で活躍
第58回静岡国体では強化部長として静岡県チームを男女総合優勝に導くなど高い指導力を
有する

34 トライアスロン 杉本　宏樹
稲毛インターナ
ショナルトライ
アスロンクラブ

選手として、ワールドトライアスロンシリーズ日本代表、ジャパンカップランキング1位、
日本選手権2位の実績。オリンピック選手である上田藍選手をはじめ、多くの優秀な選手を
育成

スキー（CC） 蛯沢　克仁 ソニー生命保険
長野オリンピック、ソルトレークオリンピック、トリノオリンピック出場。全日本スキー連
盟ジュニアコーチを担当するなど指導経験も豊富　ワックスに関する知識と経験も豊富

スキー（AL） 北村　健 野沢温泉スキークラブ

長年ナショナルチームの中心的な立場で選手育成に携わり、日本のトップ選手を育成してき
た
全日本スキー連盟のソチオリンピック対策チーフコーチも務めた日本を代表する指導者

36 スケート 上村　浩　 ミナトSSC監督
平成9年に設立したミナトSSCの監督としてジュニアの指導にあたり、オリンピック選手等
を育成した。ナショナル・シニア強化コーチ　JOCオリンピック強化スタッフ

37 アイスホッケー 中島　仁実 プロパフォーマンス
選手として、早稲田大学でインカレ優勝。古河電工などの実業団でプレー。カナダでアイス
ホッケーコーチライセンスを取得し、新潟県や福岡県などの選抜チームを指導し、国体出場
へと導く

Ｈ２５　２５競技　２６名

Ｈ２６　３７競技　４９名
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21 柔道

22 ソフトボール


