
平成１８年度優秀指導者賞受賞者

ＮＯ 推　薦　団　体 氏　　名 所　　属

1 福島 かわもとかずひさ 教員 日本学生陸上競技対校選手権大会　女子２００ｍ　丹野麻美 第１位（指導）

陸上競技協会 川本　和久 国立大学法人福島大学 日本学生陸上競技対校選手権大会　女子４００ｍ　丹野麻美 第１位（指導）

全日本学生チャンピオンシップ　女子１００ｍ　松田薫 第１位（指導）

全日本学生チャンピオンシップ　女子２００ｍ　松田薫 第２位（指導）

全日本学生チャンピオンシップ　女子８００ｍ　瓜生朱音 第２位（指導）

全日本学生チャンピオンシップ　女子１５００ｍ　瓜生朱音 第３位（指導）

日本学生陸上競技選手権大会　女子４×１００ｍR　福島大（学生新） 第１位（指導）

日本学生陸上競技選手権大会　女子４×４００ｍR　福島大 第１位（指導）

2 福島 すずきひとし 教員 平成１８年度全国高等学校総合体育大会陸上競技　 第３位（監督）

陸上競技協会 鈴木　　　仁 県立白河旭高等学校 　　　　　　　　　　　　　　　　４×１００ｍＲ　県立白河旭高等学校

3 福島県 こわぐちありひさ 会社員 第２８回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 第２位（監督）

野球連盟 小和口有久 小名浜少年野球教室

4 福島県 やまぐちきよし 農業 高松宮賜杯１部全国大会 第３位（監督）

野球連盟 山口　　潔 ポインターズ

5 福島県 こいけみつひろ 会社員 天皇賜杯第６１回全日本軟式野球大会 第２位（監督）

野球連盟 小池　光博 株式会社タンガロイ

6 福島県 わたなべあきひろ 会社員 第２３回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 第３位（監督）

ソフトテニス連盟 渡部　昭洋 （株）伊達屋 福島県女子選抜チーム

7 福島県 おおわだもといち 建築自営業 第２５回全日本クラブ卓球選手権大会　小中学生　男子 第１位（監督）

卓球協会 大和田元一 冨久山卓球クラブ

8 福島県 たまきしよこ 会社員 第２５回全日本クラブ卓球選手権大会　小中学生　女子 第１位（監督）

卓球協会 玉木志代子 冨久山卓球クラブ

9 福島県 たけだゆうじ 農業 第２５回全日本クラブ卓球選手権大会　小中学生　女子 第２位（監督）

卓球協会 武田　勇治 本宮卓球クラブＡ

10 福島県 かしわたにきよし 会社員 第２５回全日本クラブ卓球選手権大会　小中学生　女子 第３位（監督）

卓球協会 柏谷　　潔 （株）プレクサス 本宮卓球クラブＢ

11 福島県 おおつかまさひこ 教員 第４８回全日本教職員剣道大会　男子団体 第１位（監督）

剣道連盟 大塚　雅彦 学校法人温知会仁愛高等学校 福島県教職員チーム

12 福島県 たさききょうじ 教員 平成１８年度全国高等学校総合体育大会
自転車競技連盟 田崎今日児 県立白河実業高等学校 第５７回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会 第４位（監督）

チームスプリント　　県立白河実業高等学校

13 福島県 やまざきたかし 教員 第４４回 第１位（監督）

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 山﨑　高司 県立福島工業高等学校 男子全日本教員バスケットボール選手権大会　福島教員A

14 福島県 こわぐちてつお 教員 第６１回国民体育大会　弓道競技　少年男子　近的 第３位（監督）

弓道連盟 強口　徹雄 県立平工業高等学校 　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県

15 福島県 とよたのりお 教員 平成１８年度全国高等学校総合体育大会　弓道競技　男子　団体 第２位(監督)

弓道連盟 豊田　則夫 県立安積黎明高等学校 県立安積黎明高等学校

16 福島県 たかぎひろみ 教員 第２１回全国高等学校新体操選抜大会　女子団体 第４位（監督）

体操協会 髙木　弘美 学校法人福島成蹊学園成蹊高等学校 学校法人福島成蹊学園成蹊高等学校

17 福島県 たかのやすし 会社員 ２００６トリノオリンピックフリースタイル　　　附田　雄剛 出場（コーチ）

スキー連盟 高野弥寸志 ホテルリステル猪苗代 ２００６トリノオリンピックフリースタイル　　　上野　　修 出場（コーチ）

２００６ＦＩＳワールドカップスキー大会　フリースタイル　モーグル　猪苗代大会　桑原竜二 出場（コーチ）

18 福島県 あいはらまさひろ 教員 平成９年国民体育大会冬季大会成年男子Ｂ大回転　木村邦裕 第１位（コーチ）

スキー連盟 相原　正裕 県立本宮高等学校 平成１５年国民体育大会冬季大会成年女子Ａ大回転　三星佳代 第２位（コーチ）

平成１４年全日本スキー選手権大会　ｽｰﾊﾟｰ大回転　星なる美 第２位（コーチ）

平成１８年全日本ジュニアスキー選手権大会 ｽｰﾊﾟｰ大回転 国分　　忠 第１位（コーチ）

19 福島県 おおもりふみひと 教員 第２４回全国高等学校男子ソフトボール選抜大会 第２位（監督）

ソフトボール協会 大森　史仁 県立郡山北高等学校 県立郡山北工業高等学校

20 福島県 わだひろし 教員 第２４回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会 第３位（監督）

ソフトボール協会 和田　　広 帝京安積高等学校 帝京安積高等学校

21 福島県 すずきかずひこ 自営業 第２７回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会 第３位（監督）

ソフトボール協会 鈴木　和彦 鈴彦建築塗装 福島ソフトボールクラブ

22 福島県 のだかんいちろう 会社員 第２１回全日本壮年ソフトボール大会 第３位（監督）

ソフトボール協会 野田寛一郎 ユニオン企画 福島北ソフトボールクラブ

23 福島県 のざきしょうじ 団体職員 第１５回全日本実年ソフトボール大会 第３位（監督）

ソフトボール協会 野崎　昭二 ＪＡ新ふくしま 福島北ロイヤルズ

24 福島県 すずきいくお 会社員 第３７回全日本少年フェンシング団体選手権大会　小学校男子フルーレ 第４位（監督）

フェンシング協会 鈴木　生央 福島整肢療護園 いわき市フェンシングスポーツ少年団

25 福島県 こんのたかこ 公務員 第３７回全日本少年フェンシング団体選手権大会　小学校男子フルーレ 第３位（監督）

フェンシング協会 今野　貴子 川俣町役場 福島県フェンシング協会

26 福島県 すげのとみじゅ 鍼灸師 第６１回国民体育大会　山岳競技　成年男子　縦走競技 第２位（監督）

山岳連盟 菅野　富寿 福島県

27 福島県 えんどうしずこ 教員 第３１回全国高等学校トランポリン競技選手権大会　男子団体 第２位（監督）
トランポリン協会 遠藤　静子 学校法人尚志学園尚志高等学校 尚志学園尚志高等学校

第３１回全国高等学校トランポリン競技選手権大会　男子シンクロ　 第３位（監督）
後藤　健・齋藤　光

28 福島県 かさはらのりひと 会社員 ２００６全日本ジュニア綱引選手権大会　ユースの部 第１位（監督）

綱引連盟 笠原　則人 若宮スピリッツ

実　　　　　　　　　績


