
有効期限　2021年3月 有効期限　2021年9月

宮崎   隆 福田一樹 林田正雄 中路ヱミ子 小山和洋

星野智美 堺   靖 角崎路子 塚原千幸人 小鷹理恵

山内陽子 西口菜穂美 井手圭子 琴岡   理 才木美紀

佐々木輝実 山口愉不子 大谷千恵子 柴田香織 竹田宗晴

濵口しのぶ 金子彬史

有効期限　2022年3月 有効期限　2022年9月

鹿子島満雄 塚原明美 夏井一生 池田寿栄 東   信義

谷   啓二 近藤德久 友松輝子 森   直明 池松英子

長門和治 米倉孝一 三井所靜夫 吉田真治 宮﨑昌子

内野勇次 内野弘子 濱本美幸 南   千絵 渡邊   恵

白木淳子 中野富美子 末吉   茜 原口   真 髙以良結

山口孝子 松本敏勝

有効期限　2023年3月 有効期限　2023年9月

伊地知健 立元　都 近藤みどり 木葉清美 土橋和子

村瀬義彦 久岡宗智 川本祐紀 日下部勝 森久美子

有効期限　2024年3月 有効期限　2024年9月

篠崎康之 網本文江 松尾陽子 永田宏介 吉田智絵

平川義隆 小淵志郎 赤城節代 片山祐貴 北山智之

馬場  裕美 口石美智子 藤本   誠 原口留美子 片山好美

有効期限　2021年9月

島   安洋

有効期限　2023年3月 有効期限　2023年9月

塚本　喜勝 山口兼志 山本徳吉 南   宏美 津田恭平

永山安幸 近藤雄二 松﨑ヨシ子 湯野   孝 山下　　実

有効期限　2024年9月

松尾清治 山本晃代 三原正敏 藤波スズ子

(公財)日本スポーツ協会・(公財)日本水泳連盟　公認水泳指導者名簿
2021年1月15日　現在

水泳指導に関する基礎知識及び技能を有し，地域のスポーツクラブやスポーツ教室などにおい

て，水泳の基礎的，導入的指導などを行ったり，個々人の年齢や性別などの対象に合わせた水泳

の技術指導を行ったりする際に必要な，技能・知識を身に付けた方の資格です。

[ コーチ１　( 旧　指 導 員 ) ]

[ コーチ2　( 旧　上級指導員 ) ]

「　コーチ1・2　」とは…



有効期限　2021年9月

湯川幸太郎 荒木康正 北村貴志 藤野舞子 緒方大輔

有効期限　2022年9月

原口   弓 北岡磨季 菅晴瑠奈

有効期限　2023年9月

坂本博文

有効期限　2024年9月

河田   純 鍜治美月 野口明子

有効期限　2020年9月

有効期限　2022年9月 有効期限　2023年9月

原口幸雄 木下洋介 宮薗久教 北村征彦 緒方信行

教　 師

[ 上級教師 ]

有効期限　2023年9月 有効期限　2024年9月

木下洋介 山口兼志 北村征彦 三原正敏

[ 教 　師 ]

有効期限　2021年9月 有効期限　2022年9月

島   安洋 久野功二 緒方大輔 柴田宏美 三根仁美

有効期限　2023年3月 有効期限　2023年9月 有効期限　2024年9月

本木三義 永山安幸 山下   実 西田幸喜 野口明子

山中隆史

「  コーチ３・４　」とは…

商業スポーツ施設等において，水泳の専門的指導者として，質の高い実技指導を行うと

ともに，会員（顧客）が満足できるよう，個々人の年齢や性別，技能レベルやニーズなど

に合わせたサービスを提供できる能力を備えたもであることを(公財)日本水泳連盟及び

(公財)日本スポーツ協会，日本スイミングクラブ協会が公認した方の資格です。

「 水泳 教 師 」とは…

[ 　コーチ３　( 旧　コーチ )　]

が公認した方の資格です。

[ 　コーチ ４　( 旧　上級コーチ )　]　

科学的・合理的な水泳指導理論を身に付け，競技者の発掘・育成・指導に当たることの

できる能力を備えたものであることを(公財)日本水泳連盟及び(公財)日本スポーツ協会



基礎水泳指導員

有効期限　2022年3月

百枝 貴徳 古川 卓彦 沖田 健二 藤崎　慈子 鍛冶　美月

木下　　聡 道上　惟那 西松　　響 川原　美里 河田　　純

秋山　祐貴 末次　晃太 平田　真波 酒井小夜子 本木　京花

 鈴木 正和　 宮地耕太郎 長浦　彩良 岩津　優治 奥山　　洋

   小田  海斗 坂本多恵子

有効期限　2023年3月

植田　良子 道越美由紀 　　岩永　春奈　 白石洋一郎 田中恵里香

牟田　清香 峯　ひさ子 内藤やよい 永渕　恵美 城戸　弘史

東 坂 　賢 平 川　　健 澤田  莉奈 神﨑  健吾 大谷砂智子

四十塚　泉 松尾  美咲 荏隈有希子 森山  伸治 吉積  沙紀

有効期限　2024年3月

柳田　謙一 高橋　佑典 松本　知樹 前門　　翼 恋塚　和洋

森　　美紀 岳藤　　翔 田川　　真矢

有効期限　2024年3月

森　　祐介 前門　孝憲 溝口　和也 小栁　彰悟 早川　隆太

荒木　貴裕 玉島健太郎 喜多ともえ 三浦　結衣

[ 基礎水泳指導員 ]

「 基礎水泳指導員 」とは…

スポーツクラブやスポーツ教室などにおいて基礎的な指導に当たるほか，コーチを補佐

(公財)日本水泳連盟会長から授与される資格です。

しながら水泳指導に当たるときに適切な指導に必要な技能・知識を身に付けている方に，


	掲載用

