
サポート分野 氏名 専門分野 主な活動
女性アスリート
 サポート経験

パラアスリート
 サポート経験

備考欄

有川　秀之
トレーニング科学、発育発達
陸上競技（短距離）

大学での陸上競技部の指導を基盤としています。「走り方教
室」など対象を幼児から行っています。

なし なし
トレーニング科学に関する講演会も実施できま
す。

佐藤　真太郎 陸上競技（短距離）
スプリントトレーニングの指導、コーチング学の研究を行って
います。大東文化大学陸上競技部の監督を務めています。

あり あり

澤野　博 S&Cを含めたフィジカルトレーニング指導全般
競技種目やレベル、年代を問わずフィジカルトレーニング指
導を行っています。国際大会への帯同も行っています。

あり あり
各種講習会講師だけではなく、NFにおけるトレー
ニングマニュアル作りや、講演会の企画運営も
行っています。

曽我　利明 運動生理学、トレーニング科学
大学アスリートのトレーニング指導経験があり、エビデンス
ベースでの指導を心掛けています。

あり なし

西海　大地
科学的知見を取り入れ、根拠に基づいたトレーニングメ
ニューの指導を行っています。

なし あり

秋山　圭
トレーニング指導
アスレティックリハビリテーション

ジュニアからシニアまで多くの競技でコンディショニング指
導を担当しています。学生トレーナーの教育も行っていま
す。

なし なし

土黒　秀則
フットワーク系、審美系種目、射撃などケガの予
防からパフォーマンスアップ

各種競技の指導経験があります。姿勢の歪みによる痛み、特
に腰痛の改善。呼吸アプローチによる体幹力（腹圧）アップに
よるパフォーマンス改善。特に即時的な動きの改善が得意で
す。

あり あり
ゴールドジムアカデミー講師、トレーニングに関す
る保護者向けの講習会も行っています。

朝増　秀和
S&Cを中心としたフィジカルトレーニング指導
全般

陸上競技・コンタクトスポーツ・ウェイトリフティング・競輪・ト
ライアスロン・アドベンチャーレース等の選手など年齢やレベ
ルを問わず指導経験があります。

あり なし
講演・研修セミナーの企画・運営、実技セミナー講
師として活動しております。

豊田　太郎
コーディネーショントレーニング
スピードトレーニング、タレント発掘・育成

様々な競技のジュニア日本代表からオリンピック選手、プロ
選手へのサポート経験があります。

あり あり

広瀬　統一

長瀬　エリカ アスレティックトレーナー、理学療法士
プロアスリートなどへのリコンディショニング指導や、早稲田
大学の非常勤講師としてアスレティックトレーナーの養成も
行っています。

あり あり

清水　智巳 主にテニス選手の身体のケア、トレーニング指導
国体、埼玉県テニスチームのサポートや選手のケア、トレーニ
ング指導を行っています。

あり なし

須田　飛鳥
アスレティックリハビリテーション、障害予防
バレーボール、ラグビー

学生スポーツや社会人スポーツチームのサポートをしていま
す。また、整形外科での術後から一般の方まで運動指導実施
しています。

あり なし

北川　睦 柔道整復師　処置、ケア、リハビリ
大学や実業団、地域の少年チーム等にトレーナーとして、予
防から遠征帯同対応、大会救護などの活動をしています。

あり あり
国内・国外遠征にも対応しています。（小学生～オ
リンピック選手）

山本　宣夫 処置・ケア・コンディショニング
中学生から大学生・社会人の様々な競技のスポーツ傷害に
対応しています。

あり なし 要望により大会に帯同可能です。

塩﨑　広慈 柔道整復師、健康運動指導士

齊藤　俊明 柔道整復師 なし なし

溝口　秀雪 アスレティックトレーナー、スポーツ外傷・障害

硴田　智也 リハビリテーション
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須田　和也 スポーツ心理学、メンタルトレーニング
スポーツ心理学・メンタルトレーニングに関する講演や、指導
をしています。

堀野　博幸 スポーツ心理学、コーチング科学
競技力やモチベーション向上を目的としたメンタル相談、ラ
イフスキル開発プログラムの提供を、個人・チーム単位の両
者で行っています。

あり あり
心理サポートに加え、チームビルディングやコーチ
ングのコンサルテーション、保護者の方々への講
習会・ワークショップも実施しています。

稲垣　和希 スポーツ心理学、コーチ教育
モチベーションの向上を目的とした戦略的目標設定や、試合
本番での実力発揮を目指したメンタルサポートなどを提供し
ます。

あり なし
指導者向けのワークショップや、保護者向けの講
習・ワークショップも実施できます。

小嶋　理恵子
スポーツ栄養
公認スポーツ栄養士、管理栄養士

アスリートサポート事業団体を主宰しています。競技種目等
問わず栄養サポートを実施しており、特にジュニア競技者育
成へ尽力しています。

あり なし

各種講演会講師も対応できます。特に水分補給セ
ミナーは好評です。
また、医師を始めとするメディカルスタッフと連携
して対応することができます。

山鹿　由莉 スポーツ栄養
管理栄養士、健康運動指導士として地域の方への保健指導
やアスリートへの栄養指導を行っています。

あり なし

金子　香織
スポーツ栄養、管理栄養士
公認スポーツ栄養士

ジュニアから国際レベルの選手、女性アスリートなどの栄養
サポートに対応しています。

あり あり
各種セミナーや講演講師も対応可能です。また、
調理実習を含めた演習指導もできます。

長橋　あゆみ スポーツ栄養
競泳ジュニア期の海外遠征時自炊レシピ提案や、社会人や高
校生サッカー選手、大学生野球選手、自転車競技選手の個人
サポートを担当しています。

なし なし

佐藤　理恵子 スポーツ栄養

亀井　明子 スポーツ栄養 あり あり

トレーニング指導
／S&C

ケア

心理

栄養
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メディカル 織田　徹也 整形外科
スポーツ障害や高齢者の変形性関節症を中心に診療してい
ます。また大会帯同、会場ドクター等の活動も行っています

あり なし

メディカル 丸山　泰幸 循環器内科、心臓リハビリテーション
一般及び医療者に対してのBLS啓発活動、メディカルチェッ
クを行っています。

なし なし

メディカル 坂口　勝信 整形外科
肩・膝関節やスポーツ障害を中心とした診療を行っていま
す。高校野球やラグビーなどのメディカルドクターや国体帯
同なども活動しています。

なし なし

メディカル 福島　理文
メディカルチェック、内科的なコンディション不良への対応、
アンチ・ドーピング活動、大会帯同、会場ドクターなどを行っ
ています。

なし なし

メディカル 難波　聡 婦人科
無月経、月経困難症、月経前症候群、月経時期移動希望への
対応を行っています。

あり あり

メディカル 雨宮　克也
競技スポーツ～生涯スポーツ、障がい者スポー
ツ分野におけるスポーツ傷害予防、アスレティッ
クリハビリテーション。介護予防等。

国立スポーツ科学センターにて競泳オリンピックメダリスト
やその他の競技も指導をしています。

あり あり

メディカル 山本　千恵子 看護師 救護対応、サポートを実施しています。 なし なし
トレーニング中の怪我予防に加え、健康状態の観
察も行っています。

メディカル 萎沢　利行 バレーボール 高齢者、転倒予防をテーマに講演経験があります。 なし なし

メディカル 名塚　健史 主に野球、整形外科疾患のリハビリテーション
埼玉県の高校野球メディカルサポート責任者を担当してい
ます。甲子園やU-18合宿のサポート経験があります。

なし なし

メディカル 下岡　琴絵
スポーツ傷害や整形外科疾患の処置・コンディ
ショニング・リハビリ
ハンドボール

埼玉県を中心に小学生～大人までスポーツ傷害・アスリハ・
傷害予防を行っています。

あり あり
アスレティックリハビリテーションの他、小学生～
高齢者の機能改善、ボディメイク等も可能です。

メディカル 塩野　潔 内科、スポーツ外来

メディカル 立花　陽明

メディカル 清水　和彦

メディカル 大山　昭

アンチ・ドーピング 川崎　裕子 公認スポーツファーマシスト
埼玉県薬剤師会アンチ・ドーピングホットライン担当を担当
し、ドーピング禁止薬に関する問合せや相談を受け付けてい
ます。

アンチ・ドーピング 小関　恭子 スポーツにおける薬の適正使用
通常は、調剤薬局で薬剤師として働いています。講習会、研
修会、勉強会で講師をしています。

あり なし
競技者だけでなく、保護者や医療従事者を対象と
した講習会も実施しています。

アンチ・ドーピング 林野　守将 公認スポーツファーマシスト
製薬企業医薬情報担当者へのアンチ・ドーピング啓発と、取
り扱い医薬品の注意喚起をしています。

なし なし

アンチ・ドーピング 櫻田　誓 公認スポーツファーマシスト
機能形態学、一般用医薬品学、薬物治療の講義を担当して
います。

なし なし

アンチ・ドーピング 猪爪　信夫 公認スポーツファーマシスト ステロイド代謝の人種差研究に従事した経験があります。 なし なし

アンチ・ドーピング 勝山　壮 公認スポーツファーマシスト
卒業研究の一環で、アンチドーピングを学生に指導していま
した。

なし なし

アンチ・ドーピング 鈴木　勝宏 公認スポーツファーマシスト なし なし
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測定分析 久保　潤二郎
運動生理学、発育発達学
柔道

最近は、主に子どもの運動能力の発達に関して研究してい
ます。

あり なし

測定分析 柳田　信也
行動生理学、運動生理学
ソフトボール

運動時の脳神経機能とメンタルヘルスに関する研究を行っ
ています。また、自律神経機能の測定や評価をアスリートや
労働現場を対象に実施しています。

なし なし
運動と脳機能（メンタルヘルスや認知症）に関する
講演会は何度も実施してきました。

測定分析 浅見　真一
中高年の健康づくり体操
高齢者の介護予防体操

健康運動指導士として、働く人の健康づくり、地域住民の介
護予防などをテーマにした運動指導を行っています。

なし なし

測定分析 小林　幸次
発育発達学、トレーニング科学
筋力トレーニング

子どもの生活習慣と健康との関連性について研究していま
す。

あり あり

測定分析 西村　三郎 主に陸上競技の短距離走 技能や動作に着目した研究を行っています。 なし なし

測定分析 中村　絢子
子どもの運動
陸上競技

大学陸上競技部（跳躍）の指導や、幼児～大人（主に小学生
年代）の運動指導をしています。

あり なし

測定分析 玉木　啓一 運動生理学、バイオメカニクス
体力面からのアスリートのサポート、運動による健康への効
果などを研究しています。

なし なし

その他 森　浩寿
スポーツ法学、スポーツ政策学、ガバナンス、紛
争解決、リスクマネジメントなど

グッドガバナンスの構築、リスクマネジメント（法的責任ほ
か）、スポーツ推進方策のあり方など、スポーツに参加する
者の権利の保障を中心に研究しています。

あり なし

その他 森丘　保典
スポーツインテグリティ、コーチング学
陸上競技

その他 大石　健二 子どもの運動能力、体力、環境

その他 山本　兼郎 フィギュアスケート


