
平成２２年度　強化指定選手スポーツ医・科学的サポート推進事業一覧  

事業区分（Ⅰ） 事業区分（Ⅱ） 事業区分（Ⅲ） 期　日 対象・参加者等 講師，指導者，担当 主な内容 開催場所等

各種委員会の開催 サポート推進委員会 第1回推進委員会 Ｈ２２．５．１７ サポート推進委員会委員１５名，事務局４名 ― H２１年度事業報告、H２２２事業計画(案） 富山県総合体育センター・大研修室

各種委員会の開催 サポート推進委員会 第2回推進委員会 H２３．３．１４ サポート推進委員会委員１２名，事務局５名 ― H２２年度事業報告、H２３事業計画(案） 富山県総合体育センター・大研修室

各種委員会の開催 サポート専門委員会 第1回専門委員会 Ｈ２２．５．１４ サポート専門委員会委員１０名，競技担当者１１名，事務局３名 ― H２１年度事業報告、H２１事業計画(案） 富山県総合体育センター・大研修室

各種委員会の開催 サポート専門委員会 第2回専門委員会 H２２．３．７ サポート専門委員会委員１３名，競技担当者９名，事務局３名 ― H２２年度事業報告、H２３事業計画(案） 富山県総合体育センター・大研修室

強化指定事業 メディカルチェック 内科的、整形外科的メディカルチェック Ｈ２２．５．２２ サポート選手（スキー・クロスカントリー８名，水球１５名） 前田委員 関節弛緩、筋柔軟性等 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 メディカルチェック 内科的、整形外科的メディカルチェック Ｈ２２．６．５ サポート選手（スキー・アルペン６名，コンバインド７名） 前田委員 関節弛緩、筋柔軟性等 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 メディカルチェック 内科的、整形外科的メディカルチェック H ２２．７．３１ サポート選手（駅伝・高校２６名） 前田委員 関節弛緩、筋柔軟性等 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 メディカルチェック 内科的、整形外科的メディカルチェック Ｈ２２．８．２１ サポート選手（野球・中学１９名） 前田委員 関節弛緩、筋柔軟性等 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 メディカルチェック 内科的、整形外科的メディカルチェック Ｈ２２．８．２８ サポート選手（ウエイトリフティング５名、柔道１５名、スキー・クロカン５名、野球・中学５名） 前田委員 関節弛緩、筋柔軟性等 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 研修会（スポーツメンタルトレーニング） Ｈ２２．１０．３０・３１ サポート選手（トータルサポート競技） 奈良教育大学　岡澤祥訓教授 試合で実践できるように 富山県総合体育センター大研修室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 研修会（スポーツメンタルトレーニング） H２２．１２．１８～１９ サポート選手（トータルサポート競技） 奈良教育大学　岡澤祥訓教授 試合で実践できるように 富山県総合体育センター大研修室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．７．３１ サポート選手（野球・中学２５名） 高畑委員 野球におけるスポーツ障害予防のためのストレッチ、トレーニング 富山県総合体くセンター・トレーニング室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．８．７～９ サポート選手（駅伝・中学１０名）、県内中学生駅伝選手６０名、指導者５名 RUN UP河合氏、（株）ﾌﾞﾘｰﾐﾝｸﾞ高尾氏、井口係長 中央講師を招いて練習方法、スポーツ栄養・障害等に関する指導 長野県須坂市峰の原高原

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．８．１１・１８・２５ サポート選手（スキー・アルペン１３名）、他選手６名 パレススポーツクラブ　池田氏 トランポリンによる、身体のコントロール等のトレーニング 富山県総合体育センター・大アリーナ

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．９．１・８・１５・２２ サポート選手（スキー・アルペン１３名）、他選手６名 パレススポーツクラブ　池田氏 トランポリンによる、身体のコントロール等のトレーニング 富山県総合体育センター・大アリーナ

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．９．２６ サポート選手（野球・中学２４名） 高畑委員 野球におけるスポーツ障害予防のためのストレッチ、トレーニング 富山県総合体育センター・トレーニング室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．１０．６・２０・２７ サポート選手（スキー・アルペン１３名）、他選手６名 パレススポーツクラブ　池田氏 トランポリンによる、身体のコントロール等のトレーニング 富山県総合体育センター・大アリーナ

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．１０．１７ サポート選手（野球・中学２５名） 高畑委員 野球におけるスポーツ障害予防のためのストレッチ、トレーニング 富山県総合体育センター・トレーニング室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．１１．６～３．５ サポート選手（野球・中学２５名） 山地課長補佐、草島指導員 高校に向けての基礎体力トレーニング 富山県総合体育センター・トレーニング室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング H２２．１１．１３ 県内中学校野球部１・２年生及び野球部顧問 安谷委員 富山県中学校軟式野球強化練習会での指導 五福運動公園野球場、高岡市営城光寺野球場

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング Ｈ２２．１２．２３ 砺波市内中学校野球部員、指導者 安谷委員、富商澤田氏、滑川高細川氏 全国大会での富山県代表校の戦術、投球の競技力向上理論・実技”投手編” 砺波市般若中学校

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング Ｈ２３．１．１５ 富山市内中学校野球部員、指導者 安谷委員、富商澤田氏、滑川高細川氏 全国大会での富山県代表校の戦術、投球の競技力向上理論・実技”投手編” 富山県総合運動公園

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング Ｈ２３．１．２９ 砺波市内中学校野球部員、指導者 安谷委員、富商澤田氏、滑川高細川氏 全国大会での富山県代表校の戦術、投球の競技力向上理論・実技”打撃編” 砺波市般若中学校

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング Ｈ２３．２．１１ 南砺市立中学校野球部員、指導者 安谷委員、富商澤田氏、滑川高細川氏 全国大会での富山県代表校の戦術、投球の競技力向上理論・実技”投手編” 南砺市福光体育館

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング Ｈ２３．２．１２ サポート選手（ウエイトリフティング１０名） 山地課長補佐 ウォーミングアップ、体幹トレーニング 県立滑川高等学校

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） Ｈ２２．６．６ サポート選手（ウエイトリフティング１０名） 鳥海委員、井口係長、田中指導員 フォームの撮影・分析 県立滑川高等学校

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） H２２．６．２０ サポート選手（ウエイトリフティング１０名） 井口係長、田中指導員 フォームの撮影・分析 滑川市総合体育センター

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） Ｈ２２．７．２９ サポート選手（ウエイトリフティング１０名） 鳥海委員 フォームの撮影・分析 県立滑川高等学校

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） Ｈ２２．８．２１ サポート選手（ウエイトリフティング２名）、韓国招へい選手８名 鳥海委員、井口係長、田中指導員 フォームの撮影・分析 滑川市総合体育センター

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） H２２．１２．１１～１４ サポート選手（スキー・アルペン４名）、他選手1名、指導者２名 堀田委員 大会でのレース撮影、分析 北海道糠平温泉スキー場

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） H２３．１．１３・１４・１６ サポート選手（スキー・アルペン１５名）、指導者５名 堀田委員 大会でのレース撮影、分析 たいらスキー場、極楽坂スキー場

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） H２３．２．２０ サポート選手（スキー・アルペン１５名）、指導者５名 堀田委員 大会でのレース撮影、分析 スノーバレー利賀スキー場

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） Ｈ２３．３．８～９ サポート選手（スキー・アルペン１０名）、指導者３名 堀田委員 大会でのレース撮影、分析 志賀高原スキー場

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・トレーニング（動作分析） Ｈ２３．３．２２～２３ サポート選手（スキー・アルペン１０名）、指導者４名 堀田委員 大会でのレース撮影、分析 ほうのき平スキー場

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツ栄養 Ｈ２２．５．２２ サポート選手（スキー・クロスカントリー８名，水球１５名） 桑守委員 食事調査、栄養指導 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツ栄養 Ｈ２２．６．５ サポート選手（スキー・アルペン６名，コンバインド７名） 桑守委員 食事調査、栄養指導 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツ栄養 Ｈ２２．７．３１ サポート選手（駅伝・高校２６名） 桑守委員 食事調査、栄養指導 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツ栄養 Ｈ２２．８．２１ サポート選手（野球・中学１９名） 桑守委員 食事調査、栄養指導 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツ栄養 Ｈ２２．８．２８ サポート選手（ウエイトリフティング５名、柔道１５名、スキー・クロカン５名、野球・中学５名） 桑守委員 食事調査、栄養指導 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツ栄養 Ｈ２２．１１．２７・２８ サポート選手（ホッケー男子６名、女子１２名） 桑守委員 食事調査、栄養指導 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツ栄養 Ｈ２２．１２．１１ サポート選手（ホッケー男子６名、その他ホッケー選手7名） 桑守委員 食事調査、栄養指導 富山県総合体育センター・体力相談室

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツメンタルトレーニング H２２．７．３１～８．１ サポート選手（ウエイトリフティング１０名） 奈良教育大学　岡澤祥訓教授 インターハイに向けて最大限実力をハックできるよう、実践的なアドバイスを受ける 県立滑川高等学校

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 現場指導・スポーツメンタルトレーニング H２２．９．１８～１９ サポート選手（ウエイトリフティング１０名） 奈良教育大学　岡澤祥訓教授 国体に向けて最大限実力をハックできるよう、実践的なアドバイスを受ける 県立滑川高等学校

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 各種大会へのトレーナー派遣 H２２．９．３０～１０．４ サポート選手（ウエイトリフティング３名）、国体選手４名 済生会富山病院　松下一紀氏 国体における選手のケア 千葉県八千代高等学校トレーニング場及び体育館

強化指定事業 要望に応じたサポート・支援事業 各種大会へのトレーナー派遣 Ｈ２３．２．１１～１５ サポート選手（スキー・クロスカントリー　成年及び高校）１４名 日体協ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ野村　勉氏 国体における選手のケア 秋田県花輪スキー場

調査・研究活動 スポーツ医・科学的トレーニングに関する調査・研究 指定された競技及び選手に対する大会等での実態調査 H２２．７．２３～２８ 県内高等学校野球部 安谷専門委員 第92回全国高等学校野球選手権大会富山大会でのチーム分析 富山県営野球場、高岡城光寺野球場

調査・研究活動 スポーツ医・科学的トレーニングに関する調査・研究 指定された競技及び選手に対する大会等での実態調査 H２２．７．２８ 第９２回全国高校野球富山県大会決勝　砺波工業高VS富山第一高 井口係長、山内指導員、草島指導員 富山県高校野球の大会現場を視察し戦力分析を行い、課題を調査 富山市民球場

調査・研究活動 スポーツ医・科学的トレーニングに関する調査・研究 指定された競技及び選手に対する大会等での実態調査 H２２．８．２０ 第９２回全国高校野球大会　準決勝２試合 安谷専門委員 ベスト４チームの戦力分析を実施し、今後の課題を調査 阪神甲子園球場

調査・研究活動 スポーツ医・科学的トレーニングに関する調査・研究 指定された競技及び選手に対する大会等での実態調査 H２２．１０．１～４ 第６５回千葉国体２０１０　柔道競技、バドミントン競技 山地課長補佐 ﾄｰﾀﾘﾙｻﾎﾟｰﾄ競技（柔道、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）の競技力の課題調査等 ｻｳﾝﾄﾞﾊｳｽ･ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、野田市関宿体育館

調査・研究活動 スポーツ医・科学的トレーニングに関する調査・研究 指定された競技及び選手に対する大会等での実態調査 H２２．１０．２～４ 第６５回千葉国体２０１０　ウエイトリフティング競技 井口係長 ﾄｰﾀﾘﾙｻﾎﾟｰﾄ競技（ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ）の競技力の課題調査等 八千代高等学校体育館

調査・研究活動 スポーツ医・科学的トレーニングに関する調査・研究 指定された競技及び選手に対する大会等での実態調査 H２２．１２．１９ 強化指定選手（駅伝・高校２３名） 池崎次長 高校駅伝・富山県代表選手と全国トップクラスを争う他県選手との比較 西京極陸上競技場

調査・研究活動 スポーツ医・科学的トレーニングに関する調査・研究  県内外の全国トップクラスの選手の各種測定・調査 H２２．７．２６ 県内中学校・高等学校選手 安谷専門委員 動作分析及び評価 富山工業技術センター生活工学研究所

調査・研究活動 スポーツ医・科学的トレーニングに関する調査・研究 その他 H２２．１２．４ 日体協公認スポーツ指導者、スポーツ少年団指導者、総合型スポーツクラブ関係者 井口係長 日体協　子どもの発達段階に応じた体力向上プログラム実技指導者講習会 新潟県朱雀メッセ「マリンホール」

啓発・普及活動 スポーツ医・科学的トレーニングの報告書・情報誌等の発行 HOW　TO　WIN　№１７ H２３．３．３１ 全県下 ― H２２事業報告、現場指導、調査・研究から 富山県総合体育センターホームページ

啓発・普及活動 スポーツ医・科学的トレーニングの報告書・情報誌等の発行 スポーツ医科学的トレーニング情報№40，41 H22.12.1，H23..3.1 全県下 ― パワーをつけてパフォーマンスをアップしよう！Ｐart1，Ｐａｒｔ２ 富山県総合体育センターホームページ

啓発・普及活動 T－netでのスポーツ医・科学的情報の配信 ― H２２．４．１～H２３．３．３１ 市町村体育関係、競技団体、公共体育施設、スポーツクラブ等 ― JISS（ｊ-net）、医・科トレ事業等からのスポーツ情報の提供 T－net

JISSとの連携活動 地域ネットワーク全国会議、国際スポーツ科学会議等への参加 地域ネットワーク全国会議 H２２．１２．１０ JISSネットワーク関係者、ナショナルトレーニングセンター利用者等 井口係長 世界基準の強化戦略マネジメント、リカバリー活動を促進させる情報戦略 味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ，国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ

JISSとの連携活動 地域ネットワーク全国会議、国際スポーツ科学会議等への参加 JISSスポーツ科学会議 H２２．１２．１１ スポーツ科学・医学・情報の研究者、スポーツ指導者・競技者・関係者等 井口係長、田中指導員 スポーツ外傷・障害予防の取り組み、UK　Sports－JISS共同シンポジウム 味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ，国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ

JISSとの連携活動 地域ネットワーク全国会議、国際スポーツ科学会議等への参加 スポーツコーチサミット H２３．３．４ スポーツ科学・医学・情報の研究者、スポーツ指導者・競技者・関係者等 山地課長補佐 ”Team　JAPNで世界に挑む”、基調講演、セッション１～３、情報交換会 味の素ナショナルとレーニンングセンター



 

 

 

役 職 氏 名 所 属 

委 員 長 田澤 賢次 富山医科薬科大学名誉教授（現富山大学） 富山県スキー連盟顧問 

副委員長 山地 啓司 
強化指定選手スポーツ医・科学的サポート専門委員会委員長 

立正大学教授 

委   員 荒木 正志 富山陸上競技協会 理事長 

委   員 伊東 与二 富山県教育委員会教育参事  スポーツ・保健課課長 

委   員 今泉  勉 トナミ運輸男子バドミントン部総監督 

委   員 金子 龍一 富山高等専門学校 教授 

委   員 北村 潔和 富山大学人間発達科学部長 教授 

委   員 桑守 豊美 富山短期大学教授 

委   員 谷 二三雄 富山県高等学校体育連盟理事長 富山県立中部高等学校教諭 

委   員 西川 友之 富山大学教授  富山県総合体育センター運営協議会会長 

委   員 福田  豊 富山市市民生活部参事  スポーツ課長 

委   員 前田 明夫 高岡市民病院 医療局リハビリテーション科主任部長 

委   員 南  修朗 富山県立氷見高等学校教諭 富山県高等学校野球連盟理事長 

委   員 宮脇 哲也 富山県中学校体育連盟 理事長 富山市立西部中学校 教諭 

委   員 山中  茂 
トリノ五輪スキー・アルペン競技男子監督 

富山県立雄山高等学校教諭 

委   員 横嶋 信生 （財）富山県体育協会 専務理事 

強化指定選手スポーツ医・科学的サポート推進委員会委員 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

役 職 氏 名 所 属 

委 員 長 山地 啓司 
強化指定選手スポーツ医・科学的サポート推進委員会副委員長 

立正大学 教授 

副委員長 小野寺 孝一 富山大学 教授 

委   員 今田 光一 黒部市民病院関節スポーツ外科部長 富山大学臨床教授 

委   員 小川 恭二 日本トレーニング指導者協会北信越支部長 ステージコーチ代表 

委   員 桑守 豊美 富山短期大学 教授 

委   員 高畑 芳信 高岡市民病院リハビリテーション科 理学療法士 

委   員 恒川  修 
富山県教育委員会 スポーツ・保健課主幹 

(財)富山県体育協会普及強化部長 

委   員 鶴山 博之 富山国際大学 教授 

委   員 鳥海 清司 富山大学 教授 

委   員 布村 忠弘 
富山大学 教授 

富山県ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ協会会長 

委   員 橋爪 和夫 富山大学 教授 

委   員 秀永 倫明 
富山県教育委員会 スポーツ・保健課副主幹 

競技スポーツ係長 

委   員 堀田 朋基 富山大学 教授 

委   員 安谷 佳浩 富山県高等学校野球連盟強化対策委員 富山県立大門高等学校教諭 

強化指定選手スポーツ医・科学的サポート専門委員会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
強化指定選手スポーツ医・科学的サポート専門委員会委員（競技担当） 

 

競技担当者 氏 名 所 属 

ホッケー 穴田 直樹 富山県立石動高等学校 教諭 

スキー 

（クロスカントリー） 
井渕 信雄 富山県立南砺平高等学校 教諭 

スキー 

（アルペン） 
上坂  悟 富山第一高等学校 教諭 

ボート 河口 智洋 富山県立大沢野工業高等学校 教諭 

ウエイト 

リフティンング 
佐藤 公治 富山県立滑川高等学校 教諭  

水球 砂子阪 誠 富山県立富山北部高等学校 教諭 

柔道 高波 善行 富山県立小杉高等学校 教諭 

フェンシング 土澤 直也 富山県立水橋高等学校 教諭 

ハンドボール 中山 光広 富山県ハンドボール協会強化部長 富山県立氷見高等学校 教諭 

駅伝・中学 能  直樹 富山陸上競技協会駅伝部副部長 南砺市立福光中学校 教諭 

スキー 

（コンバインド） 
坂大  徹 富山市立上滝中学校 教諭 

カヌー 水野  浩 富山県立水橋高等学校 教諭 

バドミントン 麦谷 正二 
富山県高等学校体育連盟 バドミントン専門部委員長  

富山県立高岡西高等学校教諭 

駅伝・高校 山本 正樹 富山県立富山商業高等学校 教諭 

野球・高校 横越 建之 富山県高等学校野球連盟強化対策委員 富山県立高岡高等学校 教諭
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