
2016 年度 野球指導者講習会 / BASEBALL COACHIN CLINIC 開催報告 
 

 

■開催日： 2017 年 1 月 20 日(金)～22 日(日) 

  ※ 医科学コースは 3 日間受講可能だが、コアカリキュラムは 1 月 21 日(土) 

午後に開催 

     

■会場： 1 月 20・21 日 国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟 

  1 月 22 日 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 
 

■受講料等： 一般Ａ・Ｂコース(定員 400 名)  5,000 円 

  医科学コース(定員 150 名）  5,000 円 

  昼食券（希望者のみ、3 食分） 1,680 円 

  懇親会費（希望者のみ）  4,000 円 
 

■受講者数等： ※（  ）は昨年の人数 

項目 受講者数 

一般Ａ・Ｂコース 339 名（349 名） 

医科学コース 77 名（90 名） 

≪合計≫ 416 名（439 名） 
 

 受講者の内訳 

 一般 A コース：158 名 ／ 一般 B コース：181 名 ／ 医科学：77 名 

 男性：410 名 ／ 女性：6 名 

 平均年齢 20-29 歳：79 名、30-39 歳：119 名、40-49 歳：122 名、 

50-59 歳：70 名、60 歳以上：24 名、不明：2 名 

 指導対象 小学生以下：67 名、中学生：67 名、高校生：129 名、 

     大学・専門学校：8 名、社会人・大人：69 名、不明：76 名 

 居住地  北海道・東北：51 名、関東：254 名、甲信越：20 名、北陸：10 名、 

東海：21 名、近畿：22 名、中国：16 名、四国：6 名、九州・沖縄：16 名 
 

■資格認定について 

資格の種類・名称等 対象講座 
対象講座を全て受講した 

場合の 免除内容 備考 

日本体育協会公認 

軟式野球指導員 

一般 A コース 

講義①～⑬ 

実技①～④ 

専門科目講習 

の全てが免除に 

監督として国体（軟式野球）に 

参加する際に軟式野球コーチ 

または指導員資格が必要 

ＮＰＢ公認指導者 

一般 A コース 

講義①～⑬ 

実技①～④ 

必修課目全て 
NPBが認定する指導者資格 

(元 NPB所属選手に限る) 

日整会教育 

研修講演 

医科学ｺｰｽ 

Key-lecture 

日整会教育 

研修講演（１単位） 
 

※ 資格取得希望者には、履修証明書を発行、2 月下旬に発送。 

  



■講習内容・講師： 

（一般コース） 

講習内容 講師 講師役職等 

1.指導者の役割 小針 崇宏 作新学院高等学校 硬式野球部監督 

2.コーチング 清水 隆一 
清水隆一コーチングカレッジ株式会社 

代表取締役社長 

3.バイオメカニクス 川村 卓 
筑波大学 体育系 准教授 

筑波大学 硬式野球部 監督 

4.心理・メンタルトレーニング 布施 努 
米国スポーツ心理博士 

慶應義塾大学スポーツ医学センター研究員 

ＮＰＯ法人ライフスキル育成協会 代表 

5.優秀なチーム・選手を育てるための 

 指導とは？安全を確保して選手に考えさせる力を 
望月 浩一郎 

弁護士（東京弁護士会） 

日本学生野球協会 審査員 

6.トレーニング論と実践 河野 徳良 
日本体育大学 准教授 

全日本野球協会 選手強化本部医科学部会 

7.スポーツ指導者に必要な医学的知識 
渡邊 幹彦 

東京明日佳病院院長 

全日本野球協会 医科学部会長 

ＮＰＢ医事委員 8.ドーピング防止 

9.育成論 工藤 公康 福岡ソフトバンクホークス監督 

10.子どもの野球肘の治療方針 柏口 新二 
独立行政法人国立病院機構 

徳島病院 整形外科 医長 

11.スポーツと栄養 海老 久美子 
立命館大学 スポーツ健康科学部 教授 

全日本野球協会 選手強化本部医科学部会 

12.スポーツ指導者とコンプライアンス 大橋 卓生 
弁護士（東京弁護士会） 

日本学生野球協会 理事 

13.学童期の選手育成 池上 正 京都サンガ F.C.普及部長 

 

（医科学コース） 

時 間・内容 会 場 講 師 ・パ ネ リ ス ト（予定） 

■15:10-16:50 シンポジウムⅠ 

子どもの選手育成の在り方 

と技術・体力づくり 

－年代別課題と臨界期（川村卓ほか） 

■17:00-18:40 シンポジウムⅡ 

子どもの選手育成と傷害予防 

－野球肘検診の必要性と広がり 

（山本、山崎） 

■18:40～19:00  総括＋今後の展望 

ｶﾙﾁｬｰ棟 

小ﾎｰﾙ 

柏口 新二 徳島病院 整形外科 医長 

川村 卓 筑波大学体育学准教授・野球部監督 

工藤 公康 福岡ソフトバンクホークス監督 

田名部 和裕 運動器の 10年・日本協会 事務局長 

山崎 哲也 横浜南共済病院 スポーツ整形外科部長 

山本 智章 新潟リハビリテーション病院 院長 
 

司会  

富田 一誠 NPB 医事委員、BFJ医科学部会員 

能勢 康史 NPO 法人野球共育塾理事長 
 

（実技講習） 

打撃 投手 守備 救命講習 

石井 義人 齊藤 明雄 江藤 省三 
東京防災救急協会 

石毛 宏典 西本 聖 鈴木 康友 

救命講習を除く講師は全国野球振興会（プロ野球 OB クラブ）より派遣 
 

 



 
講義①小針崇宏講師 

 
講義（実技②打撃）石井義人講師 

 

 
講義（実技②打撃）石毛宏典講師 

 


