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JOCオリンピアン研修会

： JOCオリンピアン研修会(東京会場)

： 公益財団法人日本オリンピック委員会

： 2019年3月16日（土）

： JOCアスリート委員会が中心となり、オリンピアン自身がオリンピズムやオリンピックの価値を改めて学び、
アスリート間のネットワーク構築を進めることにより、本会諸事業を含めたオリンピック・ムーブメント事業への
積極的な参加を促すとともに、アスリート自身の今後の活動に役立てる。

: １）オリンピアン・パラリンピアン
２）アスリート委員会、同部会オブザーバーのパラリンピアン
※3/1（金）締切

： 味の素ナショナルトレーニングセンター 1階 「大研修室」 ／ 2階「共用コート」
〒115-0056 東京都北区西が丘3-15-1
TEL：03-5963-0200（代表）
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1. 開催概要

事 業 名

主 催

日 程

目 的

参 加 人 数

会 場

ア ク セ ス

: 66名
: 7名
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JOCオリンピアン研修会2-1. 参加オリンピアン・パラリンピアン
※敬称略◆オリンピアン ※五十音順、（）は旧姓

あおき かなえ

青木 香奈枝
あずま のぶゆき

東 伸行
あらい(てらしま) ゆうこ

新井(寺島) 祐子
あらき(くぼた) くみ

荒木(窪田) 久美
いいだ のぶゆき

飯田 信行
いさ ひでのり

井佐 英徳
いしの えりこ

石野 枝里子
いしばし あきら

石橋 顕
いとう つぎお

伊藤 次男
いとう はなえ

伊藤 華英
いわさき ようぞう

岩﨑 洋三
うちだ しょう

内田 翔
うちだ しょうじ

内田 正二
えびさわ だいすけ

蛯沢 大輔
おおた(はせがわ) のぶこ

太田(長谷川) 信子
おおた(はにかっと) ようこ

太田(ハニカット) 陽子
おかもと よりこ

岡本 依子
おぐち たかこ

小口 貴子
おぐち たかひさ

小口 貴久
かしま(はまの) ひとみ

鹿島(濵野) 瞳
かとう いずみ

加藤 和
かわさき つとむ

川崎 努
きだ ともひろ

木田 知宏
きの みのる

木野 実
くろいわ まもる

黒岩 守
こづか たかひこ

小塚 崇彦
こむろ のぞみ

小室 希
さかもと あきふみ

阪本 章史
さかもと きよみ

坂本 清美
さとう としはる

佐藤 寿治
しげた きょうこ

重田 京子
しばた りゅういち

柴田 隆一
しんたけ ゆうこ

新竹 優子
すずき やすし

鈴木 靖
 そえじま かめり

副島 亀里 ララボウ ラティアナラ
たかひら しんじ

髙平 慎士
たかやま(みずの) じゅり

髙山(水野) 樹里
たなか ことの

田中 琴乃
たにぐち まさとも

谷口 正朋
たねだ めぐみ

種田 恵
たばた まき

田畑 真紀
ちだ けんた

千田 健太
つかはら なおき

塚原 直貴
てらお さとる

寺尾 悟

フェンシング ロサンゼルス（84）

No. 氏 名 競技・種別 出場オリンピック

フェンシング アトランタ（96）シドニー（00）

陸上競技 ソウル（88）

ハンドボール ミュンヘン（72）

セーリング 北京（08）

バイアスロン ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

水泳／競泳 北京（08）

ボート 東京（64）メキシコ（68）ミュンヘン（70）

水泳／競泳 北京（08）ロンドン（12）

ボート

陸上競技 シドニー（00）

近代五種 モントリオール（76）ロサンゼルス（84）

バイアスロン トリノ（06）

水泳／競泳 アトランタ（96）

シドニー（00）アテネ（04）北京（08）

スケルトン 平昌（18）

テコンドー

ハンドボール ミュンヘン（72）モントリオール（76）

ボクシング

スケート／ショートトラック アルベールビル（92）

ロサンゼルス（84）ソウル（88）

スケート／フィギュアスケート バンクーバー（10）

スケルトン ソチ（14）

36

北京（08）ロンドン（12）

スケート／スピードスケート サラエボ（84）

6

40

アテネ（04）北京（08）ロンドン（12）

ソフトボール アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

体操／新体操

14

15

16

17

18

ラグビーフットボール リオデジャネイロ（16）

陸上競技

自転車 北京（08）

バレーボール アトランタ（96）

射撃／ライフル射撃 アトランタ（96）

水泳／競泳 ロンドン（12）

1

2

3

4

5

アイスホッケー ソチ（14）

22

23

24

13

リュージュ
ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

バンクーバー（10）

ボート バルセロナ（92）

25

26

27

28

29

19

12

21

北京（08）ロンドン（12）

バスケットボール ミュンヘン（72）

7

8

9

10

11

体操 ソウル（88）バルセロナ（92）アトランタ（96）

アーチェリー

37

38

39

メルボルン（56）

スケート／スピードスケート トリノ（06）

20

フェンシング 北京（08）ロンドン（12）42

モントリオール（76）

44 スケート／ショートトラック リレハンメル（94）長野（98）ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

30

31

32

33

34

35

43 陸上競技 北京（08）

41

水泳／競泳 北京（08）

スケート／スピードスケート
リレハンメル（94）ソルトレークシティー（02）
トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

水泳／競泳 北京（08）

体操


出席者



				平成30年度第3回オリンピアン研修会(東京) 出席者一覧
 トウキョウ シュッセキシャ
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				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック シュツジョウ				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック シュツジョウ



				1		あおき かなえ		アイスホッケー		ソチ（14）				45		とよしま しょうへい		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						青木 香奈枝										豊島 翔平

				2		あずま のぶゆき		フェンシング		ロサンゼルス（84）				46		とりば ひろし		ボート		モントリオール（76）

						東 伸行										鳥羽 博司

				3		あらい(てらしま) ゆうこ		フェンシング		アトランタ（96）シドニー（00）				47		ないとう(わたなべ) みえ		スケート／スピードスケート		アルベールビル（92）

						新井(寺島) 祐子										内藤(渡邊) 三恵

				4		あらき(くぼた) くみ		陸上競技		ソウル（88）				48		ながおか(まきうら) ちさと		ボブスレー		トリノ（06）

						荒木(窪田) 久美										長岡(牧浦) 千里

				5		いいだ のぶゆき		ハンドボール		ミュンヘン（72）				49		なかがわ まい		水泳／飛込み		北京（08）ロンドン（12）

						飯田 信行										中川 真依

				6		いさ ひでのり		バイアスロン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）				50		なかやま えいこ		スケルトン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						井佐 英徳										中山 英子

				7		いしの えりこ		スケート／スピードスケート		トリノ（06）				51		のむら ともひろ		陸上競技		アトランタ（96）

						石野 枝里子										野村 智宏

				8		いしばし あきら		セーリング		北京（08）				52		はせ ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

						石橋 顕										長谷 等

				9		いとう つぎお		ボート		東京（64）メキシコ（68）ミュンヘン（70）				53		はせがわ しん		ボート		東京（64）

						伊藤 次男										長谷川 晨

				10		いとう はなえ		水泳／競泳		北京（08）ロンドン（12）				54		はまぐち(こいそ) のりこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

						伊藤 華英										濱口(小磯) 典子

				11		いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）				55		ひの まなみ		ボブスレー		バンクーバー（10）

						岩﨑 洋三										桧野 真奈美

				12		うちだ しょう		水泳／競泳		北京（08）				56		ふる(まるやま) あきこ		体操／トランポリン		シドニー（00）

						内田 翔										古(丸山) 章子

				13		うちだ しょうじ		近代五種		モントリオール（76）ロサンゼルス（84）				57		ほりうち しゅんすけ		ボート		ロサンゼルス（84）

						内田 正二										堀内 俊介

				14		えびさわ だいすけ		バイアスロン		トリノ（06）				58		またき しろう		ボート		モントリオール（76）

						蛯沢 大輔										俣木 志朗

				15		おおた(はせがわ) のぶこ		ボート		バルセロナ（92）				59		まつい ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

						太田(長谷川) 信子										松井 裕好

				16		おおた(はにかっと) ようこ		陸上競技		シドニー（00）				60		まつむら あやこ		水泳／アーティスティックスイミング		北京（08）

						太田(ハニカット) 陽子										松村 亜矢子

				17		おかもと よりこ		テコンドー		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）				61		まるやま たかし		バレーボール		モントリオール（76）

						岡本 依子										丸山 孝

				18		おぐち たかこ		スケルトン		平昌（18）				62		みうら たかゆき		アイスホッケー		長野（98）

						小口 貴子										三浦 孝之

				19		おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）				63		みやじま かつゆき		スケルトン		平昌（18）

						小口 貴久										宮嶋 克幸

				20		かしま(はまの) ひとみ		水泳／競泳		アトランタ（96）				64		むらせ やすし		ボート		東京（64）

						鹿島(濵野) 瞳										村瀬 康

				21		かとう いずみ		水泳／競泳		ロンドン（12）				65		むろふし ゆか		陸上競技		アテネ（04）

						加藤 和										室伏 由佳

				22		かわさき つとむ		スケート／ショートトラック		アルベールビル（92）				66		めぐろ ひろなお		バイアスロン		長野（98）ソルトレークシティー（02）

						川崎 努										目黒 宏直

				23		きだ ともひろ		射撃／ライフル射撃		アトランタ（96）				67		もりた ともみ		水泳／競泳		アテネ（04）北京（08）

						木田 知宏										森田 智己

				24		きの みのる		ハンドボール		ミュンヘン（72）モントリオール（76）				68		やしろ なおみ		バスケットボール		アテネ（04）

						木野 実										矢代 直美

				25		くろいわ まもる		ボクシング		ロサンゼルス（84）ソウル（88）				69		やなぎさわ(よしざわ) しの		リュージュ		長野（98）

						黒岩 守										柳澤(吉澤) しの

				26		こづか たかひこ		スケート／フィギュアスケート		バンクーバー（10）				70		やまだ(おおしま) さちこ		水泳／競泳		シドニー（00）アテネ（04）

						小塚 崇彦										山田(大島) 沙知子

				27		こむろ のぞみ		スケルトン		ソチ（14）				71		よしの のりいち		ボート		東京（64）

						小室 希										芳野 法一

				28		さかもと あきふみ		自転車		北京（08）

						阪本 章史								◆パラリンピアン ※五十音順

				29		さかもと きよみ		バレーボール		アトランタ（96）				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場パラリンピック シュツジョウ

						坂本 清美

				30		さとう としはる		体操		ソウル（88）バルセロナ（92）アトランタ（96）				1		すぎうち しゅうさく		水泳／競泳		アテネ（04）

						佐藤 寿治										杉内 周作

				31		しげた きょうこ		アーチェリー		モントリオール（76）				2		はなおか のぶかず		陸上競技		アテネ（04）ロンドン（12）

						重田 京子										花岡 伸和

				32		しばた りゅういち		水泳／競泳		北京（08）

						柴田 隆一

				33		しんたけ ゆうこ		体操		北京（08）ロンドン（12）

						新竹 優子

				34		すずき やすし		スケート／スピードスケート		サラエボ（84）

						鈴木 靖

				35		 そえじま かめり		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						副島 亀里 ララボウ ラティアナラ

				36		たかひら しんじ		陸上競技		アテネ（04）北京（08）ロンドン（12）

						髙平 慎士

				37		たかやま(みずの) じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

						髙山(水野) 樹里

				38		たなか ことの		体操／新体操		北京（08）ロンドン（12）

						田中 琴乃

				39		たにぐち まさとも		バスケットボール		ミュンヘン（72）

						谷口 正朋

				40		たねだ めぐみ		水泳／競泳		北京（08）

						種田 恵

				41		たばた まき		スケート／スピードスケート		リレハンメル（94）ソルトレークシティー（02）
トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						田畑 真紀

				42		ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

						千田 健太

				43		つかはら なおき		陸上競技 リクジョウ キョウギ		北京（08） ペキン

						塚原 直貴 ツカハラ ナオキ

				44		てらお さとる		スケート／ショートトラック		リレハンメル（94）長野（98）ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						寺尾 悟
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				平成30年度第3回オリンピアン研修会(東京) グループ分け一覧
 トウキョウ
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				グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ				グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



				A		おかもと よりこ		テコンドー		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）				F		いしの えりこ		スケート／スピードスケート		トリノ（06）

						岡本 依子										石野 枝里子

						かわさき つとむ		スケート／ショートトラック		アルベールビル（92）						いのまた ゆみ		スキー／クロスカントリー		アルベールビル（92）

						川崎 努										猪又 由美

						こんの（たかはし）みほ		テコンドー		バルセロナ（92）						いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

						今野（高橋）美穂 コンノ タカハシ ミホ										岩﨑 洋三

						しげた きょうこ		アーチェリー		モントリオール（76）						えびさわ だいすけ		バイアスロン		トリノ（06）

						重田 京子										蛯沢 大輔

						たにぐち まさとも		バスケットボール		ミュンヘン（72）						しばた りゅういち		水泳／競泳		北京（08）

						谷口 正朋										柴田 隆一

						またき しろう		ボート		モントリオール（76）						たかやま(みずの) じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

						俣木 志朗										髙山(水野) 樹里

						まつい ひろよし		ボート		バルセロナ（92）						たねだ めぐみ		水泳／競泳		北京（08）

						松井 裕好										種田 恵

						まるやま たかし		バレーボール		モントリオール（76）						ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

						丸山 孝										千田 健太

						やまだ(おおしま) さちこ		水泳／競泳		シドニー（00）アテネ（04）						つかはら なおき		陸上競技 リクジョウ キョウギ		北京（08） ペキン

						山田(大島) 沙知子										塚原 直貴 ツカハラ ナオキ

				B		いいだ のぶゆき		ハンドボール		ミュンヘン（72）				G		さかもと きよみ		バレーボール		アトランタ（96）

						飯田 信行										坂本 清美

						うちだ しょう		水泳／競泳		北京（08）						さとう としはる		体操		ソウル（88）バルセロナ（92）アトランタ（96）

						内田 翔										佐藤 寿治

						おおかわ(なかひら) ますみ		体操		アトランタ						　たかひら しんじ		陸上競技		アテネ（04）北京（08）ロンドン（12）

						大川(中平) 真澄										髙平 慎士

						きだ ともひろ		射撃／ライフル射撃		アトランタ（96）						はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04)　ロンドン（12）

						木田 知宏										花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ

						こづか たかひこ		スケート／フィギュアスケート　		バンクーバー（10）						はまぐち(こいそ) のりこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

						小塚 崇彦										濱口(小磯) 典子

						ないとう(わたなべ) みえ		スケート／スピードスケート		アルベールビル（92）						みやじま かつゆき		スケルトン		平昌（18）

						内藤(渡邊) 三恵										宮嶋 克幸

						はせがわ しん		ボート		東京（64）						やまぐち みさき		水泳／競泳		北京（08）リオデジャネイロ（16）

						長谷川 晨										山口 美咲

						ひの まなみ		ボブスレー		バンクーバー（10）				H		あおき かなえ		アイスホッケー		ソチ（14）

						桧野 真奈美										青木 香奈枝

						ふる(まるやま) あきこ		体操／トランポリン		シドニー（00）						いさ ひでのり		バイアスロン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						古(丸山) 章子										井佐 英徳

				C		あずま のぶゆき		フェンシング		ロサンゼルス（84）						こむろ のぞみ		スケルトン		ソチ（14）

						東 伸行										小室 希

						あらい(てらしま) ゆうこ		フェンシング		アトランタ（96）シドニー（00）						さかもと あきふみ		自転車 ジテンシャ		北京（08） ペキン

						新井(寺島) 祐子										阪本　章史 サカモト ショウ シ

						あらき(くぼた) くみ		陸上競技		ソウル（88）						とぅきり ろて		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						荒木(窪田) 久美										トゥキリ ロテ

						おおた(はせがわ) のぶこ		ボート		バルセロナ（92）						とよしま しょうへい		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						太田(長谷川) 信子										豊島 翔平

						いとう つぎお		ボート		東京（64）メキシコ（68）ミュンヘン（70）						なかがわ まい		水泳／飛込み		北京（08）ロンドン（12）

						伊藤 次男										中川 真依

						きの みのる		ハンドボール		ミュンヘン（72）モントリオール（76）						むろふし ゆか		陸上競技		アテネ（04）

						木野 実										室伏 由佳

						ながおか(まきうら) ちさと		ボブスレー		トリノ（06）				I		おおた　ようこ		陸上競技		シドニー（02）

						長岡(牧浦) 千里										太田(ハニカット)陽子 オオタ ヨウコ

						みうら たかゆき		アイスホッケー		長野（98）						かとう いずみ		水泳／競泳		ロンドン（12）

						三浦 孝之										加藤 和

				D		いとう はなえ		水泳／競泳		北京（08）ロンドン（12）						しんたけ ゆうこ		体操		北京（08）ロンドン（12）

						伊藤 華英										新竹 優子

						おぐち たかこ		スケルトン		平昌（18）						すぎうち　しゅうさく		水泳／競泳 スイエイ キョウエイ		アテネ（04)

						小口 貴子										杉内　周作 スギウチ シュウサク

						すずき やすし		スケート／スピードスケート		サラエボ（84）						そえじま かめり		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						鈴木 靖										副島 亀里 ララボウ ラティアラナ

						とりば ひろし		ボート		モントリオール（76）						たばた まき		スケート／スピードスケート		リレハンメル（94）ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						鳥羽 博司										田畑 真紀

						のむら ともひろ		陸上競技		アトランタ（96）						たなか ことの		体操／新体操		北京（08）ロンドン（12）

						野村 智宏										田中 琴乃

						はせ ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）						まつむら あやこ		水泳／アーティスティックスイミング		北京（08）

						長谷 等										松村 亜矢子

						めぐろ ひろなお		バイアスロン		長野（98）ソルトレークシティー（02）						やなぎさわ(よしざわ) しの		リュージュ		長野（98）

						目黒 宏直										柳澤(吉澤) しの

						やしろ なおみ		バスケットボール		アテネ（04）

						矢代 直美

						よしの のりいち		ボート		東京（64）

						芳野 法一

				E		いしばし あきら		セーリング		北京（08）

						石橋 顕

						うちだ しょうじ		近代五種		モントリオール（76）ロサンゼルス（84）

						内田 正二

						おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

						小口 貴久

						かしま(はまの) ひとみ		水泳／競泳		アトランタ（96）

						鹿島(濵野) 瞳

						くろいわ まもる		ボクシング		ロサンゼルス（84）ソウル（88）

						黒岩 守

						なかやま えいこ		スケルトン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						中山 英子

						ほりうち しゅんすけ		ボート		ロサンゼルス（84）

						堀内 俊介

						むらせ やすし		ボート		東京（64）

						村瀬 康

						もりた ともみ		水泳／競泳		アテネ（04）北京（08）

						森田 智己
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研修会プログラム

				JOCオリンピアン研修会（東京会場） ケンシュウカイ トウキョウ カイジョウ

						■開催日時：平成31年3月16日（土）11:00～17:00 カイサイ ニチジ ヘイセイ ネン ガツ ヒ ド



						■開催場所：味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区） カイサイ バショ アジ モト トウキョウト キタク タイチ



						■目      的：JOCアスリート委員会が中心となり、オリンピアン自身がオリンピズムやオリンピックの価値を改めて学び、アスリート間 メ テキ イインカイ チュウシン ジシン カチ

						                    のネットワーク構築を進めることにより、本会諸事業を含めたオリンピック・ムーブメント事業への積極的な参加を促すとと スス ホンカイ ショジギョウ フク

						　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もに、アスリート自身の今後の活動に役立てる。

				司会進行：●●●●　※アスリート委員より選出 シカイ シンコウ イイン センシュツ		司会進行：千田 健太(JOCアスリート委員） シカイ シンコウ イイン

								時　間 トキ マ		Lap		プログラム		内　容 ウチ カタチ

				共通 キョウツウ		1		11:05～11:10		5'		■開会挨拶 カイカイ アイサツ

												JOCアスリート委員会 委員　千田 健太　　　　　　　 イイン チダ ケンタ

						2		11:10～11:20		10'		■出席者紹介 シュッセキシャ ショウカイ		・各出席者を競技ごとに紹介 カク シュッセキ シャ ショウカイ

												JOCアスリート委員会 委員 千田 健太　　　　　　 イイン チダ ケンタ

				2回目以降参加
オリンピアン カイメ イコウ サンカ		3		11:25～12:25		60'		講義
■オリンピックについて コウギ		・オリンピックが残したもの
・アスリート憲章 ケンショウ

												                                           中京大学 教授　來田 享子 氏 チュウキョウ ダイガク キョウジュ ライダ アツコ シ		・質疑応答及び意見交換

						4		12:25～12:55		30'		講義
■パラリンピックについて コウギ		・パラリンピックについて

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 杉内 周作 イインカイ スギウチ シュウサク		・質疑応答及び意見交換

				共通 キョウツウ		昼食・休憩 　12：55～13：50 チュウショク キュウケイ

						5		13:50～14:00		10'		■スペシャルオリンピックスについて		・スペシャルオリンピックスについて

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 小塚 崇彦 コヅカ タカヒコ

						6		14:00～14:15		15'		■JOC実施諸事業について ジッシ ショジギョウ ジギョウ		・JOCオリンピック・ムーブメント事業の紹介
・日本オリンピックミュージアムについて
・質疑応答及び意見交換 ジギョウ ショウカイ ニホン

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 小口 貴久
JOCオリンピック・ムーブメント推進部　オリンピックミュージアム準備室 室長 浜崎 佳子 　 オグチ タカ

						7		14:15～14:45		30'		講義
■東京2020組織委員会の取り組み トウキョウ ソシキ イインカイ ト クミ		・大会基礎情報
・チケットID販売について
・競技スケジュール・テストイベントについて タイカイ キソ ジョウホウ ハンバイ キョウギ

												東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  　
小倉 大地雄 氏、井戸 愛 氏、伊藤 華英 氏　 トウキョウ キョウギ タイカイ ソシキ イインカイ オグラ ダイチ オス シ イド アイ シ イトウ ハナエ シ		・質疑応答及び意見交換

						休憩　14：45～14：55 キュウケイ

						8		14:55～16:50		115'		■グループディスカッション
NFアスリート委員会が今後行っていくべき具体的な施策について イインカイ コンゴ オコナ グタイテキ シサク		・自分の意見を伝えながら、グループ間で話し合う
・グループ毎に発表
・各グループとの意見交換　等

												JOCアスリート委員会 委員 寺尾 悟 イイン テラオ サトル

						9		16:50～16:55		5'		■閉会挨拶 ヘイカイ アイサツ

												JOCアスリート委員会 委員 寺尾 悟 イイン テラオ サトル

						10		16:55～17:0０		5		■記念撮影、アンケート記入 キネン サツエイ キニュウ
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スケジュール_0316







				Time				全体 ゼンタイ		JOC		運営 ウンエイ		進行 シンコウ		備考 ビコウ

										尾畑氏・池田氏 オバタ シ イケダ シ		槙岡・岡松・臼田・阿部 マキオカ オカマツ ハシオカ ウスダ アベ		狄塚 イヅカ

				11:00



				:30



				12:00



				:30



				13:00



				:30



				15:00						■会場入り カイジョウ イ		■会場入り カイジョウ イ		■会場入り カイジョウ イ



				:30





				16:00



				:30



				17:00



				:30



				18:00



				:30



				19:00



				:30



				20:00



				:30



				21:00



				:30



				22:00



				:30



				23:00



				:30



				21:00



				:30







大研修室 会場設営
配布資料準備

17:00 ～
2階 共有コート 会場設営

会場レイアウト作成
大研修室セッティング
備品確認
配布資料準備　等

17:00~
2階 共有コートセッティング
備品確認　等

大研修室
機材・データ確認

テクリハ・ブロックリハ

大研修室
機材・データ確認

オリンピアン懇親会

■会場入り（15:00）



スケジュール_0317







				Time				全体 ゼンタイ		JOC		プレゼンター		運営 ウンエイ		進行 シンコウ		備考 ビコウ

										尾畑氏・森田氏・池田氏 モリタ シ イケダシ		來田氏・杉内氏・小塚氏・小口氏
浜崎氏・小倉氏・井戸氏・伊藤氏 シ スギウチシ コヅカシ オグチシ ハマサキシ オグラシ イ ト シ イトウシ		淡口・市川・槙岡・橋本・
岡松・臼田・阿部・中嶋 アワグチ ナカジマ		狄塚 イヅカ

				7:00



				:30



				8:00

								■会場入り（8：00）		■会場入り（8：00）				■会場入り（8：00）		■会場入り（8：00）

				:30



				9:00



				:30



				10:00



				:30								■10:30 プレゼンター入り イ



				11:00



				:30



				12:00



				:30



				13:00



				:30



				14:00



				:30



				15:00



				:30



				16:00



				:30



				17:00



				:30



				18:00



				:30



				19:00



				:30



				20:00



				:30



				21:00











				:30





										小倉氏・井戸氏・奥山氏・河﨑氏　



撤去・備品発送

各所セッティング
・受付セッティング
・サイン関係設置
・ケータリングセッティング 等
・コーヒー搬入（9:30）

機材セッティング確認

リハ / プレゼンデータ確認
打合せ等

研修会受付（10:30～）

研修会　「開会挨拶 等」（11：05～11：25）

記念撮影・昼休憩
12：55～13：50

①JOC実施諸事業について
（13：50～14：05）
②東京2020組織委員会の取り組み
（14：05～14：45）

研修会「グループディスカッション」（14：55～16:50）
閉会挨拶（16:50～16:55）
アンケート記入（16:55～17:00）

　　　　 
進行
　（映像・音響）

記念撮影、アンケート回収　※交通費精算処理

進行打合せ

・プレス受付
・研修会受付

お弁当搬入（12:30）
※お弁当は大研修室前の通路で配布

請求書用紙回収・確認作業

休憩時間DVD・スライド上映

中京大学 教授 來田　享子 氏

JOCアスリート委員会 寺尾氏

JOCアスリート委員会 千田 氏

お弁当ゴミ・コーヒー回収

東京2020組織委員会
小倉 氏、井戸 氏、伊藤 氏

進行打合せ

JOCアスリート委員会 小塚 氏、小口 氏
JOC　OM推進部 浜崎 氏

　 　 


①オリンピックについて
（11：25～12：25）

②パラリンピックについて
（12：25～12：55）

グループディスカッション準備

グループディスカッションフォロー

・競技体験受付

オリンピック実施
競技体験フォロー

競技体験参加者
着替え・移動

オリンピック実施競技体験
（9：00～10：30）

オリンピック実施競技体験フォロー

JOCアスリート委員会 杉内 氏

休憩　14：45～14：55

※18:00 完全退去



備品



				品名 ヒンメイ		数量 スウリョウ		手配 テハイ		備考 ビコウ

				進行系 シンコウ ケイ

				スクリーン		１式 シキ		会場 カイジョウ

				プロジェクター		１台 ダイ		会場 カイジョウ

				ワイヤレスハンドマイク		3本 ホン		会場 カイジョウ

				スタンドマイク		1本 ホン		会場 カイジョウ

				スピーカー		１式 シキ		会場 カイジョウ

				スピーカー（予備） ヨビ		1台 ダイ		SC

				画面切替機 ガメン キリカエ キ		１式 シキ		会場 カイジョウ

				スイッチャー（映像） エイゾウ		１式 シキ		SC		HDMI端子1台/VGA端子1台（予備） タンシ ダイ タンシ ダイ ヨビ

				DVD再生器 サイセイ キ		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				PC		２台 ダイ		SC

				各種ケーブル関係 カクシュ カンケイ		1式 シキ		SC		MDMIケーブル3本・VGA端子2本（3～5m） ホン タンシ ホン

				演台 エンダイ		１式 シキ		会場 カイジョウ

				ホワイトボード		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				AV操作卓テーブル ソウサ タク		１台 ダイ		会場 カイジョウ

				AV操作卓イス		２脚 キャク		会場 カイジョウ

				研修会スライドデータ ケンシュウ カイ		1式 シキ		SC		研修会式次第スライド・事業紹介 ケンシュウカイ シキシダイ ジギョウ ショウカイ

				オリンピックコンサートDVD		１式 シキ		JOC		JOC様より御支給 サマ ゴシキュウ

				進行備品一式 シンコウ ビヒン イッシキ		2セット		SC		電波時計、クリッカー、レーザーポインター デンパ ドケイ

				講演者 コウエン シャ

				來田 氏　講義用データ ライタ シ		１式 シキ

				杉内 氏　講義用データ スギウチ シ		１式 シキ

				來田氏　講義用データ ライタ シ		１式 シキ

				東京2020組織委員会講義資料　講義用データ		１式 シキ

				グループディスカッション用データ ヨウ		１式 シキ		確認 カクニン

				配布資料 ハイフ シリョウ

				広報誌「OLYMPIAN」 コウホウ シ		100部 ブ		SC

				JOCの進めるオリンピック・ムーブメント冊子 サッシ		20部 ブ		JOC

				研修会スケジュール ケンシュウカイ		100部 ブ		SC

				参加者リスト   (表)
グループリスト  (裏) サンカシャ		100部 ブ		SC

				來田 氏　講義資料 ライタ シ コウギ シリョウ		100部 ブ		SC

				杉内 氏　講義資料 スギウチ シ		100部 ブ		SC

				來田氏　講義資料（5種） ライタ シ シリョウ シュ		＊＊部 ブ		SC

				パナソニック　講義用資料 シリョウ				SC

				JOCハローオリンピズム事業について		100部 ブ		SC

				JOCの取組み		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会講義資料（4種） シュ		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会配布物 ハイフ ブツ		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会アンケート		100部 ブ		SC

				JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		100部 ブ		SC

				研修会アンケート		100部 ブ		SC

				封筒 フウトウ		100部 ブ		JOC

				オリンピックデーランクリアファイル（2018年版）		100部 ブ		SC

				2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		120枚 マイ		SC

				グループディスカッション

				三角テント（グループ用） サンカク ヨウ		10個 コ		SC		8グループ

				グループディスカッション用ワークシート（A3） ヨウ		30枚 マイ		SC		予備含む ヨビ フク

				模造紙 モゾウシ		20枚 マイ		SC

				付箋 フセン		1式 シキ		SC		JOC付箋・各色付箋 フセン カクショク フセン

				ストロー		100本 ホン		SC

				マジックペン（カラー）		8セット		SC

				マグネット		30個 コ		SC		予備含む ヨビ フク

				フラフープ		10セット		SC		予備含む ヨビ フク

				品名 ヒンメイ		数量 スウリョウ		手配 テハイ		備考 ビコウ

				研修会　会場（大研修室） ケンシュウカイ カイジョウ ダイケンシュウシツ

				テーブル		60台 ダイ		会場 カイジョウ

				イス		120脚 キャク		会場 カイジョウ

				研修会　会場（共有コート） カイジョウ キョウユウ

				スマートフェンシング		20セット		千田氏 チダ シ		レンタル時間：9:00～10:00 ジカン

				ホワイトボード		1台 ダイ		会場		オリンピック競技実施体験説明用 キョウギ ジッシ タイケン セツメイヨウ









				卓球台 タッキュウダイ		3台 ダイ		卓球協会 タッキュウ キョウカイ		卓球備品：15日17時より現地にて借用。担当：山田様 タッキュウ ビヒン ニチ ジ ゲンチ シャクヨウ タントウ ヤマダサマ

				ラケット		1式 シキ

				ボール		1式 シキ

				受付 ウケ ツケ

				受付（スタンド） ウケ ツケ		1台 ダイ		SC

				受付サイン ウケ ツケ		１式 シキ		SC		受付 ウケ ツケ

				受付テーブル ウケ ツケ		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				受付イス ウケ ツケ		６席 セキ		会場 カイジョウ

				名刺受け メイシ ウ		１式 シキ		SC

				参加者リスト サンカシャ		5枚 マイ		SC		予備含む ヨビ フク

				参加者パス サンカシャ		＊＊セット		SC		名刺サイズパスケース入り メイシ イ

				筆記用具/文具 ヒッキ ヨウグ ブング		１式 シキ		SC

				朱肉 シュニク		2つ		SC

				旅費交通費・旅費手当請求書 リョヒ コウツウ ヒ リョヒ テアテ セイキュウショ		＊＊部 ブ		SC		当日お渡し用の控えも用意 トウジツ ワタ ヨウ ヒカ ヨウイ

				旅費交通費・旅費手当請求書（フォーマット） リョヒ コウツウ ヒ リョヒ テアテ セイキュウショ		20部 ブ		SC		予備として用意 ヨビ ヨウイ

				A4ボックス		5個 コ		SC		アンケート回収用など カイシュウ ヨウ

				オリンピック教室（オリンピアン先生用）DVD キョウシツ センセイ ヨウ		10枚 マイ		SC		予備含む（事業名変更用紙入り） ヨビ フク ジギョウ メイ ヘンコウ ヨウシ イ

				運営 ウンエイ

				案内板 アンナイ イタ		１台 ダイ		会場

				誘導サイン ユウドウ		2種 シュ		SC

				トランシーバー		10台 ダイ		HSM		予備含む ヨビ フク

				記録用デジカメ キロクヨウ		２台 ダイ		SC/HSM

				記録用ビデオカメラ キロク ヨウ		１台 ダイ		SC

				プリンター		１台 ダイ		SC

				運営マニュアル ウンエイ		20部 ブ		SC		予備含む ヨビ フク

				進行台本 シンコウ ダイホン		20部 ブ		SC		予備含む ヨビ フク

				その他 タ

				お弁当 ベントウ		98食 ショク		SC		参加者72食・JOC関係者8食・登壇者4食・事務局9食（予備5食含む） サンカシャ ショク ショク トウダン シャ ショク ヨビ ショク フク

				ミネラルウォーター/お茶 チャ		各98本 カク ホン		SC		講義用・休憩用 コウギ ヨウ キュウケイヨウ

				コーヒー		約80杯 ヤク ハイ		SC		ポット4つ

				ポット		2台 ダイ		SC

				ホットドリンク		1式 シキ		SC		コーヒー・お茶 等 チャ トウ

				ゴミ袋 ブクロ		1式 シキ		SC

				ティッシュ		5個 コ		SC

				ウエットティッシュ		5個 コ		SC





配布物一覧 



		◆配布資料一式 ハイフ シリョウ イッシキ



		配布資料 / 印刷物 カクニンチュウ		サイズ / 仕様 シヨウ				部数 ブスウ				手配 テハイ



		【冊子】 サッシ

		広報誌「OLYMPIAN」						100		部 ブ		SC

		ムーブメント冊子						20		部 ブ		JOC

		【印刷】 インサツ

		研修会スケジュール ケンシュウカイ		A4 片面 カタメン				100		部 ブ		SC

		①参加者リスト  （表）
   グループリスト （裏）		A3　両面印刷　3つ折り リョウメン インサツ オ				100		部 ブ		SC

		②來田氏講義資料 ライタ シ コウギ シリョウ		A4　両面印刷 リョウメン インサツ				各100 カク		部 ブ		SC

		③JOCハローオリンピズム事業について		Ａ4 両面カラー印刷 左2点止め ヒダリ テン ド				100		部 ブ		SC

		④JOCの取組み		Ａ3				100		部 ブ		SC

		⑤OAJ資料(4種) シリョウ シュ		OAJ資料4種　A4片面 モノクロ印刷/ミュージアム資料 A4 カラー両面印刷 シリョウ シュ カタメン インサツ シリョウ リョウメン インサツ				100		部 ブ		SC

		⑥-1 東京2020組織委員会講義資料（4種） トウキョウ ソシキ イインカイ コウギ シリョウ シュ		東京2020大会概要/マスコット説明資料/メダルプロジェクト説明資料
メダルプロジェクトチラシ ※A4 2UP				各100 カク		部 ブ		SC

		⑥-2 東京2020組織委員会配布物 トウキョウ ソシキ イインカイ ハイフ ブツ		東京2020ガイドブック/クリアファイル/ピンバッチ				各100 カク		部 ブ		SC

		⑥-3 東京2020組織委員会アンケート		A4				100		部 ブ		SC

		⑦NFアスリート委員会の設置に向けて イイン カイ セッチ ム		A4　				50		部 ブ		SC

		⑧NFアスリート委員会設置状況 イインカイ セッチ ジョウキョウ		A4　				120		部 ブ		SC

		⑨JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		A4 両面カラー印刷 左2点止め				100		部 ブ		SC

		⑨研修会アンケート		A4 片面				100		部 ブ		SC

		【第8回アジア冬季大会グッズ】 ダイ カイ トウキ タイカイ

		第8回アジア冬季大会透明袋 ダイ カイ トウメイ ブクロ						＊		枚 マイ		JOC

		ボールペン						＊		本 ホン		JOC

		ピンバッジ						＊		個 コ		JOC

		大会情報チラシ・大会チケットチラシ タイカイ ジョウホウ タイカイ						＊		枚 マイ		JOC

		ポケットティッシュ						＊		枚 マイ		JOC

		マスク						＊		枚 マイ		JOC

		マスコット（エゾモン）シール						＊		枚 マイ		JOC

		【その他】 タ

		封筒 フウトウ						100		部 ブ		JOC

		オリンピックデーランクリアファイル（2018年版） ネン バン						100		枚 マイ		SC

		2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		XLサイズ				120		着 チャク		SC

















配布物一覧  (2)



		◆研修会準備 ケンシュウカイ ジュンビ



		配布資料 / 準備物 ジュンビ ブツ		担当 タントウ		数量 スウリョウ				備考 ビコウ



		【印刷】 インサツ

		研修会スケジュール		HSM		130		部 ブ

		参加者リスト  （表）
グループリスト （裏）		SC		130		部 ブ		フォーマットにあわせて作成 サクセイ

		JOCハローオリンピズム事業について		SC		130		部 ブ		確認後、出力　前回展開データから変更無し？ カクニン ゴ シュツリョク ゼンカイ テンカイ ヘンコウ ナ

		JOCの取組み		SC		130		部 ブ		確認後、出力　前回展開データから変更無し？ カクニン ゴ シュツリョク ゼンカイ テンカイ ヘンコウ ナ

		⑧グループディスカッション資料 シリョウ		部 ブ		120		部 ブ		有無確認 ウム カクニン

		JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		SC		120		部 ブ		年度末のデータで出力 ネンドマツ シュツリョク

		準備物 ジュンビ ブツ

		参加者名札 ナフダ		SC		103		枚 マイ		初参加者→青名札　2回目以降参加者→赤名札　※旧姓と現姓両方作成 ハツサンカ シャ アオ ナフダ カイメ イコウ サンカシャ アカ ナフダ キュウセイ ゲン セイ リョウホウ サクセイ

		参加者請求書 サンカシャ セイキュウショ		SC		103		部 ブ

		席表示 セキ ヒョウジ		SC		各10 カク		枚程度 マイ テイド		関係者席・登壇者席 ペン記者席 等 B5　 カンケイシャ セキ トウダン シャ セキ キシャ セキ トウ

		グループ卓表示 タク ヒョウジ		SC		10		グループ		A4三つ折り ミ オ

		座席列表示 ザセキ レツ ヒョウジ		SC		各4 カク		枚 マイ		初参加者と2回目以降参加者の座席を分けるため ハツサンカ シャ カイメイコウ サンカシャ ザセキ ワ

		メディアエリア案内 アンナイ		SC		適量 テキリョウ				ENG・スチールエリア表示 ヒョウジ

		サイン		SC		適量 テキリョウ				受付・プレス受付・誘導サイン ウケツ ウケツケ ユウドウ

		その他サイン タ		SC		適量 テキリョウ				荷物置きスペース・弁当配布・弁当回収・請求書記入案内 他あれば ニモツ オ ベントウ ハイフ ベントウ カイシュウ セイキュウショ キニュウ アンナイ ホカ

		受付リスト ウケツケ		SC		適量 テキリョウ				受付確認用 ウケツケ カクニン ヨウ

		参加者競技順名簿 サンカ シャ キョウギ ジュン メイボ		SC		適量 テキリョウ				自己紹介用 ジコ ショウカイ ヨウ

		【その他 手配等】 タ テハイ トウ

		オリンピックデーランクリアファイル（2017年版） ネン バン		SC		120		枚 マイ

		2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		SC		120		着 チャク
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JOCオリンピアン研修会2-2. 参加オリンピアン・パラリンピアン

◆パラリンピアン

とよしま しょうへい

豊島 翔平
とりば ひろし

鳥羽 博司
ないとう(わたなべ) みえ

内藤(渡邊) 三恵
ながおか(まきうら) ちさと

長岡(牧浦) 千里
なかがわ まい

中川 真依
なかやま えいこ

中山 英子
のむら ともひろ

野村 智宏
はせ ひとし

長谷 等
はせがわ しん

長谷川 晨
はまぐち(こいそ) のりこ

濱口(小磯) 典子
ひの まなみ

桧野 真奈美
ふる(まるやま) あきこ

古(丸山) 章子
ほりうち しゅんすけ

堀内 俊介
またき しろう

俣木 志朗
まつい ひろよし

松井 裕好
まつむら あやこ

松村 亜矢子
まるやま たかし

丸山 孝
みうら たかゆき

三浦 孝之
みやじま かつゆき

宮嶋 克幸
むらせ やすし

村瀬 康
むろふし ゆか

室伏 由佳
めぐろ ひろなお

目黒 宏直
もりた ともみ

森田 智己
やしろ なおみ

矢代 直美
やなぎさわ(よしざわ) しの

柳澤(吉澤) しの
やまだ(おおしま) さちこ

山田(大島) 沙知子
よしの のりいち

芳野 法一

56

57

58

67

68

69

70

71

65

59

60

61

62

45

46

47

48

49

ボート 東京（64）

リュージュ 長野（98）

水泳／競泳 シドニー（00）アテネ（04）

水泳／競泳 アテネ（04）北京（08）

バスケットボール アテネ（04）

バイアスロン 長野（98）ソルトレークシティー（02）66

陸上競技 アテネ（04）

スケルトン 平昌（18）

ボート 東京（64）

バレーボール モントリオール（76）

アイスホッケー 長野（98）

63

64

ボート バルセロナ（92）

水泳／アーティスティックスイミング 北京（08）

ボート ロサンゼルス（84）

ボート モントリオール（76）

ボブスレー バンクーバー（10）

体操／トランポリン シドニー（00）

ボート 東京（64）

バスケットボール アトランタ（96）アテネ（04）

53

54

55

陸上競技 アトランタ（96）

ボート アトランタ（96）シドニー（00）

51

52

スケルトン ソルトレークシティー（02）トリノ（06）50

スケート／ショートトラック アルベールビル（92）

ボブスレー

水泳／飛込み 北京（08）ロンドン（12）

トリノ（06）

ラグビーフットボール リオデジャネイロ（16）

競技・種別No. 氏 名 出場オリンピック

モントリオール（76）ボート

すぎうち しゅうさく

杉内 周作
はなおか のぶかず

花岡 伸和

競技・種別 出場パラリンピックNo. 氏 名

アテネ（04）ロンドン（12）

水泳／競泳 アテネ（04）

陸上競技

1

2


出席者



				平成30年度第3回オリンピアン研修会(東京) 出席者一覧
 トウキョウ シュッセキシャ



																				43540

				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック シュツジョウ				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック シュツジョウ



				1		あおき かなえ		アイスホッケー		ソチ（14）				45		とよしま しょうへい		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						青木 香奈枝										豊島 翔平

				2		あずま のぶゆき		フェンシング		ロサンゼルス（84）				46		とりば ひろし		ボート		モントリオール（76）

						東 伸行										鳥羽 博司

				3		あらい(てらしま) ゆうこ		フェンシング		アトランタ（96）シドニー（00）				47		ないとう(わたなべ) みえ		スケート／ショートトラック		アルベールビル（92）

						新井(寺島) 祐子										内藤(渡邊) 三恵

				4		あらき(くぼた) くみ		陸上競技		ソウル（88）				48		ながおか(まきうら) ちさと		ボブスレー		トリノ（06）

						荒木(窪田) 久美										長岡(牧浦) 千里

				5		いいだ のぶゆき		ハンドボール		ミュンヘン（72）				49		なかがわ まい		水泳／飛込み		北京（08）ロンドン（12）

						飯田 信行										中川 真依

				6		いさ ひでのり		バイアスロン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）				50		なかやま えいこ		スケルトン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						井佐 英徳										中山 英子

				7		いしの えりこ		スケート／スピードスケート		トリノ（06）				51		のむら ともひろ		陸上競技		アトランタ（96）

						石野 枝里子										野村 智宏

				8		いしばし あきら		セーリング		北京（08）				52		はせ ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

						石橋 顕										長谷 等

				9		いとう つぎお		ボート		東京（64）メキシコ（68）ミュンヘン（70）				53		はせがわ しん		ボート		東京（64）

						伊藤 次男										長谷川 晨

				10		いとう はなえ		水泳／競泳		北京（08）ロンドン（12）				54		はまぐち(こいそ) のりこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

						伊藤 華英										濱口(小磯) 典子

				11		いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）				55		ひの まなみ		ボブスレー		バンクーバー（10）

						岩﨑 洋三										桧野 真奈美

				12		うちだ しょう		水泳／競泳		北京（08）				56		ふる(まるやま) あきこ		体操／トランポリン		シドニー（00）

						内田 翔										古(丸山) 章子

				13		うちだ しょうじ		近代五種		モントリオール（76）ロサンゼルス（84）				57		ほりうち しゅんすけ		ボート		ロサンゼルス（84）

						内田 正二										堀内 俊介

				14		えびさわ だいすけ		バイアスロン		トリノ（06）				58		またき しろう		ボート		モントリオール（76）

						蛯沢 大輔										俣木 志朗

				15		おおた(はせがわ) のぶこ		ボート		バルセロナ（92）				59		まつい ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

						太田(長谷川) 信子										松井 裕好

				16		おおた(はにかっと) ようこ		陸上競技		シドニー（00）				60		まつむら あやこ		水泳／アーティスティックスイミング		北京（08）

						太田(ハニカット) 陽子										松村 亜矢子

				17		おかもと よりこ		テコンドー		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）				61		まるやま たかし		バレーボール		モントリオール（76）

						岡本 依子										丸山 孝

				18		おぐち たかこ		スケルトン		平昌（18）				62		みうら たかゆき		アイスホッケー		長野（98）

						小口 貴子										三浦 孝之

				19		おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）				63		みやじま かつゆき		スケルトン		平昌（18）

						小口 貴久										宮嶋 克幸

				20		かしま(はまの) ひとみ		水泳／競泳		アトランタ（96）				64		むらせ やすし		ボート		東京（64）

						鹿島(濵野) 瞳										村瀬 康

				21		かとう いずみ		水泳／競泳		ロンドン（12）				65		むろふし ゆか		陸上競技		アテネ（04）

						加藤 和										室伏 由佳

				22		かわさき つとむ		スケート／ショートトラック		アルベールビル（92）				66		めぐろ ひろなお		バイアスロン		長野（98）ソルトレークシティー（02）

						川崎 努										目黒 宏直

				23		きだ ともひろ		射撃／ライフル射撃		アトランタ（96）				67		もりた ともみ		水泳／競泳		アテネ（04）北京（08）

						木田 知宏										森田 智己

				24		きの みのる		ハンドボール		ミュンヘン（72）モントリオール（76）				68		やしろ なおみ		バスケットボール		アテネ（04）

						木野 実										矢代 直美

				25		くろいわ まもる		ボクシング		ロサンゼルス（84）ソウル（88）				69		やなぎさわ(よしざわ) しの		リュージュ		長野（98）

						黒岩 守										柳澤(吉澤) しの

				26		こづか たかひこ		スケート／フィギュアスケート		バンクーバー（10）				70		やまだ(おおしま) さちこ		水泳／競泳		シドニー（00）アテネ（04）

						小塚 崇彦										山田(大島) 沙知子

				27		こむろ のぞみ		スケルトン		ソチ（14）				71		よしの のりいち		ボート		東京（64）

						小室 希										芳野 法一

				28		さかもと あきふみ		自転車		北京（08）

						阪本 章史								◆パラリンピアン ※五十音順

				29		さかもと きよみ		バレーボール		アトランタ（96）				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場パラリンピック シュツジョウ

						坂本 清美

				30		さとう としはる		体操		ソウル（88）バルセロナ（92）アトランタ（96）				1		すぎうち しゅうさく		水泳／競泳		アテネ（04）

						佐藤 寿治										杉内 周作

				31		しげた きょうこ		アーチェリー		モントリオール（76）				2		はなおか のぶかず		陸上競技		アテネ（04）ロンドン（12）

						重田 京子										花岡 伸和

				32		しばた りゅういち		水泳／競泳		北京（08）

						柴田 隆一

				33		しんたけ ゆうこ		体操		北京（08）ロンドン（12）

						新竹 優子

				34		すずき やすし		スケート／スピードスケート		サラエボ（84）

						鈴木 靖

				35		 そえじま かめり		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						副島 亀里 ララボウ ラティアナラ

				36		たかひら しんじ		陸上競技		アテネ（04）北京（08）ロンドン（12）

						髙平 慎士

				37		たかやま(みずの) じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

						髙山(水野) 樹里

				38		たなか ことの		体操／新体操		北京（08）ロンドン（12）

						田中 琴乃

				39		たにぐち まさとも		バスケットボール		ミュンヘン（72）

						谷口 正朋

				40		たねだ めぐみ		水泳／競泳		北京（08）

						種田 恵

				41		たばた まき		スケート／スピードスケート		リレハンメル（94）ソルトレークシティー（02）
トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						田畑 真紀

				42		ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

						千田 健太

				43		つかはら なおき		陸上競技 リクジョウ キョウギ		北京（08） ペキン

						塚原 直貴 ツカハラ ナオキ

				44		てらお さとる		スケート／ショートトラック		リレハンメル（94）長野（98）ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						寺尾 悟
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				平成30年度第3回オリンピアン研修会(東京) グループ分け一覧
 トウキョウ



																				43540

				グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ				グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



				A		おかもと よりこ		テコンドー		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）				F		いしの えりこ		スケート／スピードスケート		トリノ（06）

						岡本 依子										石野 枝里子

						かわさき つとむ		スケート／ショートトラック		アルベールビル（92）						いのまた ゆみ		スキー／クロスカントリー		アルベールビル（92）

						川崎 努										猪又 由美

						こんの（たかはし）みほ		テコンドー		バルセロナ（92）						いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

						今野（高橋）美穂 コンノ タカハシ ミホ										岩﨑 洋三

						しげた きょうこ		アーチェリー		モントリオール（76）						えびさわ だいすけ		バイアスロン		トリノ（06）

						重田 京子										蛯沢 大輔

						たにぐち まさとも		バスケットボール		ミュンヘン（72）						しばた りゅういち		水泳／競泳		北京（08）

						谷口 正朋										柴田 隆一

						またき しろう		ボート		モントリオール（76）						たかやま(みずの) じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

						俣木 志朗										髙山(水野) 樹里

						まつい ひろよし		ボート		バルセロナ（92）						たねだ めぐみ		水泳／競泳		北京（08）

						松井 裕好										種田 恵

						まるやま たかし		バレーボール		モントリオール（76）						ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

						丸山 孝										千田 健太

						やまだ(おおしま) さちこ		水泳／競泳		シドニー（00）アテネ（04）						つかはら なおき		陸上競技 リクジョウ キョウギ		北京（08） ペキン

						山田(大島) 沙知子										塚原 直貴 ツカハラ ナオキ

				B		いいだ のぶゆき		ハンドボール		ミュンヘン（72）				G		さかもと きよみ		バレーボール		アトランタ（96）

						飯田 信行										坂本 清美

						うちだ しょう		水泳／競泳		北京（08）						さとう としはる		体操		ソウル（88）バルセロナ（92）アトランタ（96）

						内田 翔										佐藤 寿治

						おおかわ(なかひら) ますみ		体操		アトランタ						　たかひら しんじ		陸上競技		アテネ（04）北京（08）ロンドン（12）

						大川(中平) 真澄										髙平 慎士

						きだ ともひろ		射撃／ライフル射撃		アトランタ（96）						はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04)　ロンドン（12）

						木田 知宏										花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ

						こづか たかひこ		スケート／フィギュアスケート　		バンクーバー（10）						はまぐち(こいそ) のりこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

						小塚 崇彦										濱口(小磯) 典子

						ないとう(わたなべ) みえ		スケート／スピードスケート		アルベールビル（92）						みやじま かつゆき		スケルトン		平昌（18）

						内藤(渡邊) 三恵										宮嶋 克幸

						はせがわ しん		ボート		東京（64）						やまぐち みさき		水泳／競泳		北京（08）リオデジャネイロ（16）

						長谷川 晨										山口 美咲

						ひの まなみ		ボブスレー		バンクーバー（10）				H		あおき かなえ		アイスホッケー		ソチ（14）

						桧野 真奈美										青木 香奈枝

						ふる(まるやま) あきこ		体操／トランポリン		シドニー（00）						いさ ひでのり		バイアスロン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						古(丸山) 章子										井佐 英徳

				C		あずま のぶゆき		フェンシング		ロサンゼルス（84）						こむろ のぞみ		スケルトン		ソチ（14）

						東 伸行										小室 希

						あらい(てらしま) ゆうこ		フェンシング		アトランタ（96）シドニー（00）						さかもと あきふみ		自転車 ジテンシャ		北京（08） ペキン

						新井(寺島) 祐子										阪本　章史 サカモト ショウ シ

						あらき(くぼた) くみ		陸上競技		ソウル（88）						とぅきり ろて		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						荒木(窪田) 久美										トゥキリ ロテ

						おおた(はせがわ) のぶこ		ボート		バルセロナ（92）						とよしま しょうへい		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						太田(長谷川) 信子										豊島 翔平

						いとう つぎお		ボート		東京（64）メキシコ（68）ミュンヘン（70）						なかがわ まい		水泳／飛込み		北京（08）ロンドン（12）

						伊藤 次男										中川 真依

						きの みのる		ハンドボール		ミュンヘン（72）モントリオール（76）						むろふし ゆか		陸上競技		アテネ（04）

						木野 実										室伏 由佳

						ながおか(まきうら) ちさと		ボブスレー		トリノ（06）				I		おおた　ようこ		陸上競技		シドニー（02）

						長岡(牧浦) 千里										太田(ハニカット)陽子 オオタ ヨウコ

						みうら たかゆき		アイスホッケー		長野（98）						かとう いずみ		水泳／競泳		ロンドン（12）

						三浦 孝之										加藤 和

				D		いとう はなえ		水泳／競泳		北京（08）ロンドン（12）						しんたけ ゆうこ		体操		北京（08）ロンドン（12）

						伊藤 華英										新竹 優子

						おぐち たかこ		スケルトン		平昌（18）						すぎうち　しゅうさく		水泳／競泳 スイエイ キョウエイ		アテネ（04)

						小口 貴子										杉内　周作 スギウチ シュウサク

						すずき やすし		スケート／スピードスケート		サラエボ（84）						そえじま かめり		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						鈴木 靖										副島 亀里 ララボウ ラティアラナ

						とりば ひろし		ボート		モントリオール（76）						たばた まき		スケート／スピードスケート		リレハンメル（94）ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						鳥羽 博司										田畑 真紀

						のむら ともひろ		陸上競技		アトランタ（96）						たなか ことの		体操／新体操		北京（08）ロンドン（12）

						野村 智宏										田中 琴乃

						はせ ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）						まつむら あやこ		水泳／アーティスティックスイミング		北京（08）

						長谷 等										松村 亜矢子

						めぐろ ひろなお		バイアスロン		長野（98）ソルトレークシティー（02）						やなぎさわ(よしざわ) しの		リュージュ		長野（98）

						目黒 宏直										柳澤(吉澤) しの

						やしろ なおみ		バスケットボール		アテネ（04）

						矢代 直美

						よしの のりいち		ボート		東京（64）

						芳野 法一

				E		いしばし あきら		セーリング		北京（08）

						石橋 顕

						うちだ しょうじ		近代五種		モントリオール（76）ロサンゼルス（84）

						内田 正二

						おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

						小口 貴久

						かしま(はまの) ひとみ		水泳／競泳		アトランタ（96）

						鹿島(濵野) 瞳

						くろいわ まもる		ボクシング		ロサンゼルス（84）ソウル（88）

						黒岩 守

						なかやま えいこ		スケルトン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						中山 英子

						ほりうち しゅんすけ		ボート		ロサンゼルス（84）

						堀内 俊介

						むらせ やすし		ボート		東京（64）

						村瀬 康

						もりた ともみ		水泳／競泳		アテネ（04）北京（08）

						森田 智己
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研修会プログラム

				JOCオリンピアン研修会（東京会場） ケンシュウカイ トウキョウ カイジョウ

						■開催日時：平成31年3月16日（土）11:00～17:00 カイサイ ニチジ ヘイセイ ネン ガツ ヒ ド



						■開催場所：味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区） カイサイ バショ アジ モト トウキョウト キタク タイチ



						■目      的：JOCアスリート委員会が中心となり、オリンピアン自身がオリンピズムやオリンピックの価値を改めて学び、アスリート間 メ テキ イインカイ チュウシン ジシン カチ

						                    のネットワーク構築を進めることにより、本会諸事業を含めたオリンピック・ムーブメント事業への積極的な参加を促すとと スス ホンカイ ショジギョウ フク

						　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もに、アスリート自身の今後の活動に役立てる。

				司会進行：●●●●　※アスリート委員より選出 シカイ シンコウ イイン センシュツ		司会進行：千田 健太(JOCアスリート委員） シカイ シンコウ イイン

								時　間 トキ マ		Lap		プログラム		内　容 ウチ カタチ

				共通 キョウツウ		1		11:05～11:10		5'		■開会挨拶 カイカイ アイサツ

												JOCアスリート委員会 委員　千田 健太　　　　　　　 イイン チダ ケンタ

						2		11:10～11:20		10'		■出席者紹介 シュッセキシャ ショウカイ		・各出席者を競技ごとに紹介 カク シュッセキ シャ ショウカイ

												JOCアスリート委員会 委員 千田 健太　　　　　　 イイン チダ ケンタ

				2回目以降参加
オリンピアン カイメ イコウ サンカ		3		11:25～12:25		60'		講義
■オリンピックについて コウギ		・オリンピックが残したもの
・アスリート憲章 ケンショウ

												                                           中京大学 教授　來田 享子 氏 チュウキョウ ダイガク キョウジュ ライダ アツコ シ		・質疑応答及び意見交換

						4		12:25～12:55		30'		講義
■パラリンピックについて コウギ		・パラリンピックについて

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 杉内 周作 イインカイ スギウチ シュウサク		・質疑応答及び意見交換

				共通 キョウツウ		昼食・休憩 　12：55～13：50 チュウショク キュウケイ

						5		13:50～14:00		10'		■スペシャルオリンピックスについて		・スペシャルオリンピックスについて

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 小塚 崇彦 コヅカ タカヒコ

						6		14:00～14:15		15'		■JOC実施諸事業について ジッシ ショジギョウ ジギョウ		・JOCオリンピック・ムーブメント事業の紹介
・日本オリンピックミュージアムについて
・質疑応答及び意見交換 ジギョウ ショウカイ ニホン

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 小口 貴久
JOCオリンピック・ムーブメント推進部　オリンピックミュージアム準備室 室長 浜崎 佳子 　 オグチ タカ

						7		14:15～14:45		30'		講義
■東京2020組織委員会の取り組み トウキョウ ソシキ イインカイ ト クミ		・大会基礎情報
・チケットID販売について
・競技スケジュール・テストイベントについて タイカイ キソ ジョウホウ ハンバイ キョウギ

												東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  　
小倉 大地雄 氏、井戸 愛 氏、伊藤 華英 氏　 トウキョウ キョウギ タイカイ ソシキ イインカイ オグラ ダイチ オス シ イド アイ シ イトウ ハナエ シ		・質疑応答及び意見交換

						休憩　14：45～14：55 キュウケイ

						8		14:55～16:50		115'		■グループディスカッション
NFアスリート委員会が今後行っていくべき具体的な施策について イインカイ コンゴ オコナ グタイテキ シサク		・自分の意見を伝えながら、グループ間で話し合う
・グループ毎に発表
・各グループとの意見交換　等

												JOCアスリート委員会 委員 寺尾 悟 イイン テラオ サトル

						9		16:50～16:55		5'		■閉会挨拶 ヘイカイ アイサツ

												JOCアスリート委員会 委員 寺尾 悟 イイン テラオ サトル

						10		16:55～17:0０		5		■記念撮影、アンケート記入 キネン サツエイ キニュウ
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スケジュール_0316







				Time				全体 ゼンタイ		JOC		運営 ウンエイ		進行 シンコウ		備考 ビコウ

										尾畑氏・池田氏 オバタ シ イケダ シ		槙岡・岡松・臼田・阿部 マキオカ オカマツ ハシオカ ウスダ アベ		狄塚 イヅカ

				11:00



				:30



				12:00



				:30



				13:00



				:30



				15:00						■会場入り カイジョウ イ		■会場入り カイジョウ イ		■会場入り カイジョウ イ



				:30





				16:00



				:30



				17:00



				:30



				18:00



				:30



				19:00



				:30



				20:00



				:30



				21:00



				:30



				22:00



				:30



				23:00



				:30



				21:00



				:30







大研修室 会場設営
配布資料準備

17:00 ～
2階 共有コート 会場設営

会場レイアウト作成
大研修室セッティング
備品確認
配布資料準備　等

17:00~
2階 共有コートセッティング
備品確認　等

大研修室
機材・データ確認

テクリハ・ブロックリハ

大研修室
機材・データ確認

オリンピアン懇親会

■会場入り（15:00）



スケジュール_0317







				Time				全体 ゼンタイ		JOC		プレゼンター		運営 ウンエイ		進行 シンコウ		備考 ビコウ

										尾畑氏・森田氏・池田氏 モリタ シ イケダシ		來田氏・杉内氏・小塚氏・小口氏
浜崎氏・小倉氏・井戸氏・伊藤氏 シ スギウチシ コヅカシ オグチシ ハマサキシ オグラシ イ ト シ イトウシ		淡口・市川・槙岡・橋本・
岡松・臼田・阿部・中嶋 アワグチ ナカジマ		狄塚 イヅカ

				7:00



				:30



				8:00

								■会場入り（8：00）		■会場入り（8：00）				■会場入り（8：00）		■会場入り（8：00）

				:30



				9:00



				:30



				10:00



				:30								■10:30 プレゼンター入り イ



				11:00



				:30



				12:00



				:30



				13:00



				:30



				14:00



				:30



				15:00



				:30



				16:00



				:30



				17:00



				:30



				18:00



				:30



				19:00



				:30



				20:00



				:30



				21:00











				:30





										小倉氏・井戸氏・奥山氏・河﨑氏　



撤去・備品発送

各所セッティング
・受付セッティング
・サイン関係設置
・ケータリングセッティング 等
・コーヒー搬入（9:30）

機材セッティング確認

リハ / プレゼンデータ確認
打合せ等

研修会受付（10:30～）

研修会　「開会挨拶 等」（11：05～11：25）

記念撮影・昼休憩
12：55～13：50

①JOC実施諸事業について
（13：50～14：05）
②東京2020組織委員会の取り組み
（14：05～14：45）

研修会「グループディスカッション」（14：55～16:50）
閉会挨拶（16:50～16:55）
アンケート記入（16:55～17:00）

　　　　 
進行
　（映像・音響）

記念撮影、アンケート回収　※交通費精算処理

進行打合せ

・プレス受付
・研修会受付

お弁当搬入（12:30）
※お弁当は大研修室前の通路で配布

請求書用紙回収・確認作業

休憩時間DVD・スライド上映

中京大学 教授 來田　享子 氏

JOCアスリート委員会 寺尾氏

JOCアスリート委員会 千田 氏

お弁当ゴミ・コーヒー回収

東京2020組織委員会
小倉 氏、井戸 氏、伊藤 氏

進行打合せ

JOCアスリート委員会 小塚 氏、小口 氏
JOC　OM推進部 浜崎 氏

　 　 


①オリンピックについて
（11：25～12：25）

②パラリンピックについて
（12：25～12：55）

グループディスカッション準備

グループディスカッションフォロー

・競技体験受付

オリンピック実施
競技体験フォロー

競技体験参加者
着替え・移動

オリンピック実施競技体験
（9：00～10：30）

オリンピック実施競技体験フォロー

JOCアスリート委員会 杉内 氏

休憩　14：45～14：55

※18:00 完全退去



備品



				品名 ヒンメイ		数量 スウリョウ		手配 テハイ		備考 ビコウ

				進行系 シンコウ ケイ

				スクリーン		１式 シキ		会場 カイジョウ

				プロジェクター		１台 ダイ		会場 カイジョウ

				ワイヤレスハンドマイク		3本 ホン		会場 カイジョウ

				スタンドマイク		1本 ホン		会場 カイジョウ

				スピーカー		１式 シキ		会場 カイジョウ

				スピーカー（予備） ヨビ		1台 ダイ		SC

				画面切替機 ガメン キリカエ キ		１式 シキ		会場 カイジョウ

				スイッチャー（映像） エイゾウ		１式 シキ		SC		HDMI端子1台/VGA端子1台（予備） タンシ ダイ タンシ ダイ ヨビ

				DVD再生器 サイセイ キ		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				PC		２台 ダイ		SC

				各種ケーブル関係 カクシュ カンケイ		1式 シキ		SC		MDMIケーブル3本・VGA端子2本（3～5m） ホン タンシ ホン

				演台 エンダイ		１式 シキ		会場 カイジョウ

				ホワイトボード		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				AV操作卓テーブル ソウサ タク		１台 ダイ		会場 カイジョウ

				AV操作卓イス		２脚 キャク		会場 カイジョウ

				研修会スライドデータ ケンシュウ カイ		1式 シキ		SC		研修会式次第スライド・事業紹介 ケンシュウカイ シキシダイ ジギョウ ショウカイ

				オリンピックコンサートDVD		１式 シキ		JOC		JOC様より御支給 サマ ゴシキュウ

				進行備品一式 シンコウ ビヒン イッシキ		2セット		SC		電波時計、クリッカー、レーザーポインター デンパ ドケイ

				講演者 コウエン シャ

				來田 氏　講義用データ ライタ シ		１式 シキ

				杉内 氏　講義用データ スギウチ シ		１式 シキ

				來田氏　講義用データ ライタ シ		１式 シキ

				東京2020組織委員会講義資料　講義用データ		１式 シキ

				グループディスカッション用データ ヨウ		１式 シキ		確認 カクニン

				配布資料 ハイフ シリョウ

				広報誌「OLYMPIAN」 コウホウ シ		100部 ブ		SC

				JOCの進めるオリンピック・ムーブメント冊子 サッシ		20部 ブ		JOC

				研修会スケジュール ケンシュウカイ		100部 ブ		SC

				参加者リスト   (表)
グループリスト  (裏) サンカシャ		100部 ブ		SC

				來田 氏　講義資料 ライタ シ コウギ シリョウ		100部 ブ		SC

				杉内 氏　講義資料 スギウチ シ		100部 ブ		SC

				來田氏　講義資料（5種） ライタ シ シリョウ シュ		＊＊部 ブ		SC

				パナソニック　講義用資料 シリョウ				SC

				JOCハローオリンピズム事業について		100部 ブ		SC

				JOCの取組み		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会講義資料（4種） シュ		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会配布物 ハイフ ブツ		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会アンケート		100部 ブ		SC

				JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		100部 ブ		SC

				研修会アンケート		100部 ブ		SC

				封筒 フウトウ		100部 ブ		JOC

				オリンピックデーランクリアファイル（2018年版）		100部 ブ		SC

				2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		120枚 マイ		SC

				グループディスカッション

				三角テント（グループ用） サンカク ヨウ		10個 コ		SC		8グループ

				グループディスカッション用ワークシート（A3） ヨウ		30枚 マイ		SC		予備含む ヨビ フク

				模造紙 モゾウシ		20枚 マイ		SC

				付箋 フセン		1式 シキ		SC		JOC付箋・各色付箋 フセン カクショク フセン

				ストロー		100本 ホン		SC

				マジックペン（カラー）		8セット		SC

				マグネット		30個 コ		SC		予備含む ヨビ フク

				フラフープ		10セット		SC		予備含む ヨビ フク

				品名 ヒンメイ		数量 スウリョウ		手配 テハイ		備考 ビコウ

				研修会　会場（大研修室） ケンシュウカイ カイジョウ ダイケンシュウシツ

				テーブル		60台 ダイ		会場 カイジョウ

				イス		120脚 キャク		会場 カイジョウ

				研修会　会場（共有コート） カイジョウ キョウユウ

				スマートフェンシング		20セット		千田氏 チダ シ		レンタル時間：9:00～10:00 ジカン

				ホワイトボード		1台 ダイ		会場		オリンピック競技実施体験説明用 キョウギ ジッシ タイケン セツメイヨウ









				卓球台 タッキュウダイ		3台 ダイ		卓球協会 タッキュウ キョウカイ		卓球備品：15日17時より現地にて借用。担当：山田様 タッキュウ ビヒン ニチ ジ ゲンチ シャクヨウ タントウ ヤマダサマ

				ラケット		1式 シキ

				ボール		1式 シキ

				受付 ウケ ツケ

				受付（スタンド） ウケ ツケ		1台 ダイ		SC

				受付サイン ウケ ツケ		１式 シキ		SC		受付 ウケ ツケ

				受付テーブル ウケ ツケ		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				受付イス ウケ ツケ		６席 セキ		会場 カイジョウ

				名刺受け メイシ ウ		１式 シキ		SC

				参加者リスト サンカシャ		5枚 マイ		SC		予備含む ヨビ フク

				参加者パス サンカシャ		＊＊セット		SC		名刺サイズパスケース入り メイシ イ

				筆記用具/文具 ヒッキ ヨウグ ブング		１式 シキ		SC

				朱肉 シュニク		2つ		SC

				旅費交通費・旅費手当請求書 リョヒ コウツウ ヒ リョヒ テアテ セイキュウショ		＊＊部 ブ		SC		当日お渡し用の控えも用意 トウジツ ワタ ヨウ ヒカ ヨウイ

				旅費交通費・旅費手当請求書（フォーマット） リョヒ コウツウ ヒ リョヒ テアテ セイキュウショ		20部 ブ		SC		予備として用意 ヨビ ヨウイ

				A4ボックス		5個 コ		SC		アンケート回収用など カイシュウ ヨウ

				オリンピック教室（オリンピアン先生用）DVD キョウシツ センセイ ヨウ		10枚 マイ		SC		予備含む（事業名変更用紙入り） ヨビ フク ジギョウ メイ ヘンコウ ヨウシ イ

				運営 ウンエイ

				案内板 アンナイ イタ		１台 ダイ		会場

				誘導サイン ユウドウ		2種 シュ		SC

				トランシーバー		10台 ダイ		HSM		予備含む ヨビ フク

				記録用デジカメ キロクヨウ		２台 ダイ		SC/HSM

				記録用ビデオカメラ キロク ヨウ		１台 ダイ		SC

				プリンター		１台 ダイ		SC

				運営マニュアル ウンエイ		20部 ブ		SC		予備含む ヨビ フク

				進行台本 シンコウ ダイホン		20部 ブ		SC		予備含む ヨビ フク

				その他 タ

				お弁当 ベントウ		98食 ショク		SC		参加者72食・JOC関係者8食・登壇者4食・事務局9食（予備5食含む） サンカシャ ショク ショク トウダン シャ ショク ヨビ ショク フク

				ミネラルウォーター/お茶 チャ		各98本 カク ホン		SC		講義用・休憩用 コウギ ヨウ キュウケイヨウ

				コーヒー		約80杯 ヤク ハイ		SC		ポット4つ

				ポット		2台 ダイ		SC

				ホットドリンク		1式 シキ		SC		コーヒー・お茶 等 チャ トウ

				ゴミ袋 ブクロ		1式 シキ		SC

				ティッシュ		5個 コ		SC

				ウエットティッシュ		5個 コ		SC





配布物一覧 



		◆配布資料一式 ハイフ シリョウ イッシキ



		配布資料 / 印刷物 カクニンチュウ		サイズ / 仕様 シヨウ				部数 ブスウ				手配 テハイ



		【冊子】 サッシ

		広報誌「OLYMPIAN」						100		部 ブ		SC

		ムーブメント冊子						20		部 ブ		JOC

		【印刷】 インサツ

		研修会スケジュール ケンシュウカイ		A4 片面 カタメン				100		部 ブ		SC

		①参加者リスト  （表）
   グループリスト （裏）		A3　両面印刷　3つ折り リョウメン インサツ オ				100		部 ブ		SC

		②來田氏講義資料 ライタ シ コウギ シリョウ		A4　両面印刷 リョウメン インサツ				各100 カク		部 ブ		SC

		③JOCハローオリンピズム事業について		Ａ4 両面カラー印刷 左2点止め ヒダリ テン ド				100		部 ブ		SC

		④JOCの取組み		Ａ3				100		部 ブ		SC

		⑤OAJ資料(4種) シリョウ シュ		OAJ資料4種　A4片面 モノクロ印刷/ミュージアム資料 A4 カラー両面印刷 シリョウ シュ カタメン インサツ シリョウ リョウメン インサツ				100		部 ブ		SC

		⑥-1 東京2020組織委員会講義資料（4種） トウキョウ ソシキ イインカイ コウギ シリョウ シュ		東京2020大会概要/マスコット説明資料/メダルプロジェクト説明資料
メダルプロジェクトチラシ ※A4 2UP				各100 カク		部 ブ		SC

		⑥-2 東京2020組織委員会配布物 トウキョウ ソシキ イインカイ ハイフ ブツ		東京2020ガイドブック/クリアファイル/ピンバッチ				各100 カク		部 ブ		SC

		⑥-3 東京2020組織委員会アンケート		A4				100		部 ブ		SC

		⑦NFアスリート委員会の設置に向けて イイン カイ セッチ ム		A4　				50		部 ブ		SC

		⑧NFアスリート委員会設置状況 イインカイ セッチ ジョウキョウ		A4　				120		部 ブ		SC

		⑨JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		A4 両面カラー印刷 左2点止め				100		部 ブ		SC

		⑨研修会アンケート		A4 片面				100		部 ブ		SC

		【第8回アジア冬季大会グッズ】 ダイ カイ トウキ タイカイ

		第8回アジア冬季大会透明袋 ダイ カイ トウメイ ブクロ						＊		枚 マイ		JOC

		ボールペン						＊		本 ホン		JOC

		ピンバッジ						＊		個 コ		JOC

		大会情報チラシ・大会チケットチラシ タイカイ ジョウホウ タイカイ						＊		枚 マイ		JOC

		ポケットティッシュ						＊		枚 マイ		JOC

		マスク						＊		枚 マイ		JOC

		マスコット（エゾモン）シール						＊		枚 マイ		JOC

		【その他】 タ

		封筒 フウトウ						100		部 ブ		JOC

		オリンピックデーランクリアファイル（2018年版） ネン バン						100		枚 マイ		SC

		2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		XLサイズ				120		着 チャク		SC

















配布物一覧  (2)



		◆研修会準備 ケンシュウカイ ジュンビ



		配布資料 / 準備物 ジュンビ ブツ		担当 タントウ		数量 スウリョウ				備考 ビコウ



		【印刷】 インサツ

		研修会スケジュール		HSM		130		部 ブ

		参加者リスト  （表）
グループリスト （裏）		SC		130		部 ブ		フォーマットにあわせて作成 サクセイ

		JOCハローオリンピズム事業について		SC		130		部 ブ		確認後、出力　前回展開データから変更無し？ カクニン ゴ シュツリョク ゼンカイ テンカイ ヘンコウ ナ

		JOCの取組み		SC		130		部 ブ		確認後、出力　前回展開データから変更無し？ カクニン ゴ シュツリョク ゼンカイ テンカイ ヘンコウ ナ

		⑧グループディスカッション資料 シリョウ		部 ブ		120		部 ブ		有無確認 ウム カクニン

		JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		SC		120		部 ブ		年度末のデータで出力 ネンドマツ シュツリョク

		準備物 ジュンビ ブツ

		参加者名札 ナフダ		SC		103		枚 マイ		初参加者→青名札　2回目以降参加者→赤名札　※旧姓と現姓両方作成 ハツサンカ シャ アオ ナフダ カイメ イコウ サンカシャ アカ ナフダ キュウセイ ゲン セイ リョウホウ サクセイ

		参加者請求書 サンカシャ セイキュウショ		SC		103		部 ブ

		席表示 セキ ヒョウジ		SC		各10 カク		枚程度 マイ テイド		関係者席・登壇者席 ペン記者席 等 B5　 カンケイシャ セキ トウダン シャ セキ キシャ セキ トウ

		グループ卓表示 タク ヒョウジ		SC		10		グループ		A4三つ折り ミ オ

		座席列表示 ザセキ レツ ヒョウジ		SC		各4 カク		枚 マイ		初参加者と2回目以降参加者の座席を分けるため ハツサンカ シャ カイメイコウ サンカシャ ザセキ ワ

		メディアエリア案内 アンナイ		SC		適量 テキリョウ				ENG・スチールエリア表示 ヒョウジ

		サイン		SC		適量 テキリョウ				受付・プレス受付・誘導サイン ウケツ ウケツケ ユウドウ

		その他サイン タ		SC		適量 テキリョウ				荷物置きスペース・弁当配布・弁当回収・請求書記入案内 他あれば ニモツ オ ベントウ ハイフ ベントウ カイシュウ セイキュウショ キニュウ アンナイ ホカ

		受付リスト ウケツケ		SC		適量 テキリョウ				受付確認用 ウケツケ カクニン ヨウ

		参加者競技順名簿 サンカ シャ キョウギ ジュン メイボ		SC		適量 テキリョウ				自己紹介用 ジコ ショウカイ ヨウ

		【その他 手配等】 タ テハイ トウ

		オリンピックデーランクリアファイル（2017年版） ネン バン		SC		120		枚 マイ

		2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		SC		120		着 チャク
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				平成30年度第3回オリンピアン研修会(東京) 出席者一覧
 トウキョウ シュッセキシャ



																				43540

				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック シュツジョウ				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック シュツジョウ



				1		あおき かなえ		アイスホッケー		ソチ（14）				45		とよしま しょうへい		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						青木 香奈枝										豊島 翔平

				2		あずま のぶゆき		フェンシング		ロサンゼルス（84）				46		とりば ひろし		ボート		モントリオール（76）

						東 伸行										鳥羽 博司

				3		あらい(てらしま) ゆうこ		フェンシング		アトランタ（96）シドニー（00）				47		ないとう(わたなべ) みえ		スケート／スピードスケート		アルベールビル（92）

						新井(寺島) 祐子										内藤(渡邊) 三恵

				4		あらき(くぼた) くみ		陸上競技		ソウル（88）				48		ながおか(まきうら) ちさと		ボブスレー		トリノ（06）

						荒木(窪田) 久美										長岡(牧浦) 千里

				5		いいだ のぶゆき		ハンドボール		ミュンヘン（72）				49		なかがわ まい		水泳／飛込み		北京（08）ロンドン（12）

						飯田 信行										中川 真依

				6		いさ ひでのり		バイアスロン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）				50		なかやま えいこ		スケルトン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						井佐 英徳										中山 英子

				7		いしの えりこ		スケート／スピードスケート		トリノ（06）				51		のむら ともひろ		陸上競技		アトランタ（96）

						石野 枝里子										野村 智宏

				8		いしばし あきら		セーリング		北京（08）				52		はせ ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

						石橋 顕										長谷 等

				9		いとう つぎお		ボート		東京（64）メキシコ（68）ミュンヘン（70）				53		はせがわ しん		ボート		東京（64）

						伊藤 次男										長谷川 晨

				10		いとう はなえ		水泳／競泳		北京（08）ロンドン（12）				54		はまぐち(こいそ) のりこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

						伊藤 華英										濱口(小磯) 典子

				11		いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）				55		ひの まなみ		ボブスレー		バンクーバー（10）

						岩﨑 洋三										桧野 真奈美

				12		うちだ しょう		水泳／競泳		北京（08）				56		ふる(まるやま) あきこ		体操／トランポリン		シドニー（00）

						内田 翔										古(丸山) 章子

				13		うちだ しょうじ		近代五種		モントリオール（76）ロサンゼルス（84）				57		ほりうち しゅんすけ		ボート		ロサンゼルス（84）

						内田 正二										堀内 俊介

				14		えびさわ だいすけ		バイアスロン		トリノ（06）				58		またき しろう		ボート		モントリオール（76）

						蛯沢 大輔										俣木 志朗

				15		おおた(はせがわ) のぶこ		ボート		バルセロナ（92）				59		まつい ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

						太田(長谷川) 信子										松井 裕好

				16		おおた(はにかっと) ようこ		陸上競技		シドニー（00）				60		まつむら あやこ		水泳／アーティスティックスイミング		北京（08）

						太田(ハニカット) 陽子										松村 亜矢子

				17		おかもと よりこ		テコンドー		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）				61		まるやま たかし		バレーボール		モントリオール（76）

						岡本 依子										丸山 孝

				18		おぐち たかこ		スケルトン		平昌（18）				62		みうら たかゆき		アイスホッケー		長野（98）

						小口 貴子										三浦 孝之

				19		おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）				63		みやじま かつゆき		スケルトン		平昌（18）

						小口 貴久										宮嶋 克幸

				20		かしま(はまの) ひとみ		水泳／競泳		アトランタ（96）				64		むらせ やすし		ボート		東京（64）

						鹿島(濵野) 瞳										村瀬 康

				21		かとう いずみ		水泳／競泳		ロンドン（12）				65		むろふし ゆか		陸上競技		アテネ（04）

						加藤 和										室伏 由佳

				22		かわさき つとむ		スケート／ショートトラック		アルベールビル（92）				66		めぐろ ひろなお		バイアスロン		長野（98）ソルトレークシティー（02）

						川崎 努										目黒 宏直

				23		きだ ともひろ		射撃／ライフル射撃		アトランタ（96）				67		もりた ともみ		水泳／競泳		アテネ（04）北京（08）

						木田 知宏										森田 智己

				24		きの みのる		ハンドボール		ミュンヘン（72）モントリオール（76）				68		やしろ なおみ		バスケットボール		アテネ（04）

						木野 実										矢代 直美

				25		くろいわ まもる		ボクシング		ロサンゼルス（84）ソウル（88）				69		やなぎさわ(よしざわ) しの		リュージュ		長野（98）

						黒岩 守										柳澤(吉澤) しの

				26		こづか たかひこ		スケート／フィギュアスケート		バンクーバー（10）				70		やまだ(おおしま) さちこ		水泳／競泳		シドニー（00）アテネ（04）

						小塚 崇彦										山田(大島) 沙知子

				27		こむろ のぞみ		スケルトン		ソチ（14）				71		よしの のりいち		ボート		東京（64）

						小室 希										芳野 法一

				28		さかもと あきふみ		自転車		北京（08）

						阪本 章史								◆パラリンピアン ※五十音順

				29		さかもと きよみ		バレーボール		アトランタ（96）				No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場パラリンピック シュツジョウ

						坂本 清美

				30		さとう としはる		体操		ソウル（88）バルセロナ（92）アトランタ（96）				1		すぎうち しゅうさく		水泳／競泳		アテネ（04）

						佐藤 寿治										杉内 周作

				31		しげた きょうこ		アーチェリー		モントリオール（76）				2		はなおか のぶかず		陸上競技		アテネ（04）ロンドン（12）

						重田 京子										花岡 伸和

				32		しばた りゅういち		水泳／競泳		北京（08）

						柴田 隆一

				33		しんたけ ゆうこ		体操		北京（08）ロンドン（12）

						新竹 優子

				34		すずき やすし		スケート／スピードスケート		サラエボ（84）

						鈴木 靖

				35		 そえじま かめり		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						副島 亀里 ララボウ ラティアナラ

				36		たかひら しんじ		陸上競技		アテネ（04）北京（08）ロンドン（12）

						髙平 慎士

				37		たかやま(みずの) じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

						髙山(水野) 樹里

				38		たなか ことの		体操／新体操		北京（08）ロンドン（12）

						田中 琴乃

				39		たにぐち まさとも		バスケットボール		ミュンヘン（72）

						谷口 正朋

				40		たねだ めぐみ		水泳／競泳		北京（08）

						種田 恵

				41		たばた まき		スケート／スピードスケート		リレハンメル（94）ソルトレークシティー（02）
トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						田畑 真紀

				42		ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

						千田 健太

				43		つかはら なおき		陸上競技 リクジョウ キョウギ		北京（08） ペキン

						塚原 直貴 ツカハラ ナオキ

				44		てらお さとる		スケート／ショートトラック		リレハンメル（94）長野（98）ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						寺尾 悟





































































GD



				平成30年度第3回オリンピアン研修会(東京) グループ分け一覧
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				グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ				グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



				A		おかもと よりこ		テコンドー		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）				F		いしの えりこ		スケート／スピードスケート		トリノ（06）

						岡本 依子										石野 枝里子

						かわさき つとむ		スケート／ショートトラック		アルベールビル（92）						いのまた ゆみ		スキー／クロスカントリー		アルベールビル（92）

						川崎 努										猪又 由美

						こんの（たかはし）みほ		テコンドー		バルセロナ（92）						いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

						今野（高橋）美穂 コンノ タカハシ ミホ										岩﨑 洋三

						しげた きょうこ		アーチェリー		モントリオール（76）						えびさわ だいすけ		バイアスロン		トリノ（06）

						重田 京子										蛯沢 大輔

						たにぐち まさとも		バスケットボール		ミュンヘン（72）						しばた りゅういち		水泳／競泳		北京（08）

						谷口 正朋										柴田 隆一

						またき しろう		ボート		モントリオール（76）						たかやま(みずの) じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

						俣木 志朗										髙山(水野) 樹里

						まつい ひろよし		ボート		バルセロナ（92）						たねだ めぐみ		水泳／競泳		北京（08）

						松井 裕好										種田 恵

						まるやま たかし		バレーボール		モントリオール（76）						ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

						丸山 孝										千田 健太

						やまだ(おおしま) さちこ		水泳／競泳		シドニー（00）アテネ（04）						つかはら なおき		陸上競技 リクジョウ キョウギ		北京（08） ペキン

						山田(大島) 沙知子										塚原 直貴 ツカハラ ナオキ

				B		いいだ のぶゆき		ハンドボール		ミュンヘン（72）				G		さかもと きよみ		バレーボール		アトランタ（96）

						飯田 信行										坂本 清美

						うちだ しょう		水泳／競泳		北京（08）						さとう としはる		体操		ソウル（88）バルセロナ（92）アトランタ（96）

						内田 翔										佐藤 寿治

						おおかわ(なかひら) ますみ		体操		アトランタ						　たかひら しんじ		陸上競技		アテネ（04）北京（08）ロンドン（12）

						大川(中平) 真澄										髙平 慎士

						きだ ともひろ		射撃／ライフル射撃		アトランタ（96）						はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04)　ロンドン（12）

						木田 知宏										花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ

						こづか たかひこ		スケート／フィギュアスケート　		バンクーバー（10）						はまぐち(こいそ) のりこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

						小塚 崇彦										濱口(小磯) 典子

						ないとう(わたなべ) みえ		スケート／スピードスケート		アルベールビル（92）						みやじま かつゆき		スケルトン		平昌（18）

						内藤(渡邊) 三恵										宮嶋 克幸

						はせがわ しん		ボート		東京（64）						やまぐち みさき		水泳／競泳		北京（08）リオデジャネイロ（16）

						長谷川 晨										山口 美咲

						ひの まなみ		ボブスレー		バンクーバー（10）				H		あおき かなえ		アイスホッケー		ソチ（14）

						桧野 真奈美										青木 香奈枝

						ふる(まるやま) あきこ		体操／トランポリン		シドニー（00）						いさ ひでのり		バイアスロン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						古(丸山) 章子										井佐 英徳

				C		あずま のぶゆき		フェンシング		ロサンゼルス（84）						こむろ のぞみ		スケルトン		ソチ（14）

						東 伸行										小室 希

						あらい(てらしま) ゆうこ		フェンシング		アトランタ（96）シドニー（00）						さかもと あきふみ		自転車 ジテンシャ		北京（08） ペキン

						新井(寺島) 祐子										阪本　章史 サカモト ショウ シ

						あらき(くぼた) くみ		陸上競技		ソウル（88）						とぅきり ろて		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						荒木(窪田) 久美										トゥキリ ロテ

						おおた(はせがわ) のぶこ		ボート		バルセロナ（92）						とよしま しょうへい		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						太田(長谷川) 信子										豊島 翔平

						いとう つぎお		ボート		東京（64）メキシコ（68）ミュンヘン（70）						なかがわ まい		水泳／飛込み		北京（08）ロンドン（12）

						伊藤 次男										中川 真依

						きの みのる		ハンドボール		ミュンヘン（72）モントリオール（76）						むろふし ゆか		陸上競技		アテネ（04）

						木野 実										室伏 由佳

						ながおか(まきうら) ちさと		ボブスレー		トリノ（06）				I		おおた　ようこ		陸上競技		シドニー（02）

						長岡(牧浦) 千里										太田(ハニカット)陽子 オオタ ヨウコ

						みうら たかゆき		アイスホッケー		長野（98）						かとう いずみ		水泳／競泳		ロンドン（12）

						三浦 孝之										加藤 和

				D		いとう はなえ		水泳／競泳		北京（08）ロンドン（12）						しんたけ ゆうこ		体操		北京（08）ロンドン（12）

						伊藤 華英										新竹 優子

						おぐち たかこ		スケルトン		平昌（18）						すぎうち　しゅうさく		水泳／競泳 スイエイ キョウエイ		アテネ（04)

						小口 貴子										杉内　周作 スギウチ シュウサク

						すずき やすし		スケート／スピードスケート		サラエボ（84）						そえじま かめり		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

						鈴木 靖										副島 亀里 ララボウ ラティアラナ

						とりば ひろし		ボート		モントリオール（76）						たばた まき		スケート／スピードスケート		リレハンメル（94）ソルトレークシティー（02）トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

						鳥羽 博司										田畑 真紀

						のむら ともひろ		陸上競技		アトランタ（96）						たなか ことの		体操／新体操		北京（08）ロンドン（12）

						野村 智宏										田中 琴乃

						はせ ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）						まつむら あやこ		水泳／アーティスティックスイミング		北京（08）

						長谷 等										松村 亜矢子

						めぐろ ひろなお		バイアスロン		長野（98）ソルトレークシティー（02）						やなぎさわ(よしざわ) しの		リュージュ		長野（98）

						目黒 宏直										柳澤(吉澤) しの

						やしろ なおみ		バスケットボール		アテネ（04）

						矢代 直美

						よしの のりいち		ボート		東京（64）

						芳野 法一

				E		いしばし あきら		セーリング		北京（08）

						石橋 顕

						うちだ しょうじ		近代五種		モントリオール（76）ロサンゼルス（84）

						内田 正二

						おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

						小口 貴久

						かしま(はまの) ひとみ		水泳／競泳		アトランタ（96）

						鹿島(濵野) 瞳

						くろいわ まもる		ボクシング		ロサンゼルス（84）ソウル（88）

						黒岩 守

						なかやま えいこ		スケルトン		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

						中山 英子

						ほりうち しゅんすけ		ボート		ロサンゼルス（84）

						堀内 俊介

						むらせ やすし		ボート		東京（64）

						村瀬 康

						もりた ともみ		水泳／競泳		アテネ（04）北京（08）

						森田 智己
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研修会プログラム

				JOCオリンピアン研修会（東京会場） ケンシュウカイ トウキョウ カイジョウ

						■開催日時：平成31年3月16日（土）11:00～17:00 カイサイ ニチジ ヘイセイ ネン ガツ ヒ ド



						■開催場所：味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区） カイサイ バショ アジ モト トウキョウト キタク タイチ



						■目      的：JOCアスリート委員会が中心となり、オリンピアン自身がオリンピズムやオリンピックの価値を改めて学び、アスリート間 メ テキ イインカイ チュウシン ジシン カチ

						                    のネットワーク構築を進めることにより、本会諸事業を含めたオリンピック・ムーブメント事業への積極的な参加を促すとと スス ホンカイ ショジギョウ フク

						　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もに、アスリート自身の今後の活動に役立てる。

				司会進行：●●●●　※アスリート委員より選出 シカイ シンコウ イイン センシュツ		司会進行：千田 健太(JOCアスリート委員） シカイ シンコウ イイン

								時　間 トキ マ		Lap		プログラム		内　容 ウチ カタチ

				共通 キョウツウ		1		11:05～11:10		5'		■開会挨拶 カイカイ アイサツ

												JOCアスリート委員会 委員　千田 健太　　　　　　　 イイン チダ ケンタ

						2		11:10～11:20		10'		■出席者紹介 シュッセキシャ ショウカイ		・各出席者を競技ごとに紹介 カク シュッセキ シャ ショウカイ

												JOCアスリート委員会 委員 千田 健太　　　　　　 イイン チダ ケンタ

				2回目以降参加
オリンピアン カイメ イコウ サンカ		3		11:25～12:25		60'		講義
■オリンピックについて コウギ		・オリンピックが残したもの
・アスリート憲章 ケンショウ

												                                           中京大学 教授　來田 享子 氏 チュウキョウ ダイガク キョウジュ ライダ アツコ シ		・質疑応答及び意見交換

						4		12:25～12:55		30'		講義
■パラリンピックについて コウギ		・パラリンピックについて

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 杉内 周作 イインカイ スギウチ シュウサク		・質疑応答及び意見交換

				共通 キョウツウ		昼食・休憩 　12：55～13：50 チュウショク キュウケイ

						5		13:50～14:00		10'		■スペシャルオリンピックスについて		・スペシャルオリンピックスについて

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 小塚 崇彦 コヅカ タカヒコ

						6		14:00～14:15		15'		■JOC実施諸事業について ジッシ ショジギョウ ジギョウ		・JOCオリンピック・ムーブメント事業の紹介
・日本オリンピックミュージアムについて
・質疑応答及び意見交換 ジギョウ ショウカイ ニホン

												JOCアスリート委員会 オブザーバー 小口 貴久
JOCオリンピック・ムーブメント推進部　オリンピックミュージアム準備室 室長 浜崎 佳子 　 オグチ タカ

						7		14:15～14:45		30'		講義
■東京2020組織委員会の取り組み トウキョウ ソシキ イインカイ ト クミ		・大会基礎情報
・チケットID販売について
・競技スケジュール・テストイベントについて タイカイ キソ ジョウホウ ハンバイ キョウギ

												東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  　
小倉 大地雄 氏、井戸 愛 氏、伊藤 華英 氏　 トウキョウ キョウギ タイカイ ソシキ イインカイ オグラ ダイチ オス シ イド アイ シ イトウ ハナエ シ		・質疑応答及び意見交換

						休憩　14：45～14：55 キュウケイ

						8		14:55～16:50		115'		■グループディスカッション
NFアスリート委員会が今後行っていくべき具体的な施策について イインカイ コンゴ オコナ グタイテキ シサク		・自分の意見を伝えながら、グループ間で話し合う
・グループ毎に発表
・各グループとの意見交換　等

												JOCアスリート委員会 委員 寺尾 悟 イイン テラオ サトル

						9		16:50～16:55		5'		■閉会挨拶 ヘイカイ アイサツ

												JOCアスリート委員会 委員 寺尾 悟 イイン テラオ サトル

						10		16:55～17:0０		5		■記念撮影、アンケート記入 キネン サツエイ キニュウ
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スケジュール_0316







				Time				全体 ゼンタイ		JOC		運営 ウンエイ		進行 シンコウ		備考 ビコウ

										尾畑氏・池田氏 オバタ シ イケダ シ		槙岡・岡松・臼田・阿部 マキオカ オカマツ ハシオカ ウスダ アベ		狄塚 イヅカ

				11:00



				:30



				12:00



				:30



				13:00



				:30



				15:00						■会場入り カイジョウ イ		■会場入り カイジョウ イ		■会場入り カイジョウ イ



				:30





				16:00



				:30



				17:00



				:30



				18:00



				:30



				19:00



				:30



				20:00



				:30



				21:00



				:30



				22:00



				:30



				23:00



				:30



				21:00



				:30







大研修室 会場設営
配布資料準備

17:00 ～
2階 共有コート 会場設営

会場レイアウト作成
大研修室セッティング
備品確認
配布資料準備　等

17:00~
2階 共有コートセッティング
備品確認　等

大研修室
機材・データ確認

テクリハ・ブロックリハ

大研修室
機材・データ確認

オリンピアン懇親会

■会場入り（15:00）



スケジュール_0317







				Time				全体 ゼンタイ		JOC		プレゼンター		運営 ウンエイ		進行 シンコウ		備考 ビコウ

										尾畑氏・森田氏・池田氏 モリタ シ イケダシ		來田氏・杉内氏・小塚氏・小口氏
浜崎氏・小倉氏・井戸氏・伊藤氏 シ スギウチシ コヅカシ オグチシ ハマサキシ オグラシ イ ト シ イトウシ		淡口・市川・槙岡・橋本・
岡松・臼田・阿部・中嶋 アワグチ ナカジマ		狄塚 イヅカ

				7:00



				:30



				8:00

								■会場入り（8：00）		■会場入り（8：00）				■会場入り（8：00）		■会場入り（8：00）

				:30



				9:00



				:30



				10:00



				:30								■10:30 プレゼンター入り イ



				11:00



				:30



				12:00



				:30



				13:00



				:30



				14:00



				:30



				15:00



				:30



				16:00



				:30



				17:00



				:30



				18:00



				:30



				19:00



				:30



				20:00



				:30



				21:00











				:30





										小倉氏・井戸氏・奥山氏・河﨑氏　



撤去・備品発送

各所セッティング
・受付セッティング
・サイン関係設置
・ケータリングセッティング 等
・コーヒー搬入（9:30）

機材セッティング確認

リハ / プレゼンデータ確認
打合せ等

研修会受付（10:30～）

研修会　「開会挨拶 等」（11：05～11：25）

記念撮影・昼休憩
12：55～13：50

①JOC実施諸事業について
（13：50～14：05）
②東京2020組織委員会の取り組み
（14：05～14：45）

研修会「グループディスカッション」（14：55～16:50）
閉会挨拶（16:50～16:55）
アンケート記入（16:55～17:00）

　　　　 
進行
　（映像・音響）

記念撮影、アンケート回収　※交通費精算処理

進行打合せ

・プレス受付
・研修会受付

お弁当搬入（12:30）
※お弁当は大研修室前の通路で配布

請求書用紙回収・確認作業

休憩時間DVD・スライド上映

中京大学 教授 來田　享子 氏

JOCアスリート委員会 寺尾氏

JOCアスリート委員会 千田 氏

お弁当ゴミ・コーヒー回収

東京2020組織委員会
小倉 氏、井戸 氏、伊藤 氏

進行打合せ

JOCアスリート委員会 小塚 氏、小口 氏
JOC　OM推進部 浜崎 氏

　 　 


①オリンピックについて
（11：25～12：25）

②パラリンピックについて
（12：25～12：55）

グループディスカッション準備

グループディスカッションフォロー

・競技体験受付

オリンピック実施
競技体験フォロー

競技体験参加者
着替え・移動

オリンピック実施競技体験
（9：00～10：30）

オリンピック実施競技体験フォロー

JOCアスリート委員会 杉内 氏

休憩　14：45～14：55

※18:00 完全退去



備品



				品名 ヒンメイ		数量 スウリョウ		手配 テハイ		備考 ビコウ

				進行系 シンコウ ケイ

				スクリーン		１式 シキ		会場 カイジョウ

				プロジェクター		１台 ダイ		会場 カイジョウ

				ワイヤレスハンドマイク		3本 ホン		会場 カイジョウ

				スタンドマイク		1本 ホン		会場 カイジョウ

				スピーカー		１式 シキ		会場 カイジョウ

				スピーカー（予備） ヨビ		1台 ダイ		SC

				画面切替機 ガメン キリカエ キ		１式 シキ		会場 カイジョウ

				スイッチャー（映像） エイゾウ		１式 シキ		SC		HDMI端子1台/VGA端子1台（予備） タンシ ダイ タンシ ダイ ヨビ

				DVD再生器 サイセイ キ		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				PC		２台 ダイ		SC

				各種ケーブル関係 カクシュ カンケイ		1式 シキ		SC		MDMIケーブル3本・VGA端子2本（3～5m） ホン タンシ ホン

				演台 エンダイ		１式 シキ		会場 カイジョウ

				ホワイトボード		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				AV操作卓テーブル ソウサ タク		１台 ダイ		会場 カイジョウ

				AV操作卓イス		２脚 キャク		会場 カイジョウ

				研修会スライドデータ ケンシュウ カイ		1式 シキ		SC		研修会式次第スライド・事業紹介 ケンシュウカイ シキシダイ ジギョウ ショウカイ

				オリンピックコンサートDVD		１式 シキ		JOC		JOC様より御支給 サマ ゴシキュウ

				進行備品一式 シンコウ ビヒン イッシキ		2セット		SC		電波時計、クリッカー、レーザーポインター デンパ ドケイ

				講演者 コウエン シャ

				來田 氏　講義用データ ライタ シ		１式 シキ

				杉内 氏　講義用データ スギウチ シ		１式 シキ

				來田氏　講義用データ ライタ シ		１式 シキ

				東京2020組織委員会講義資料　講義用データ		１式 シキ

				グループディスカッション用データ ヨウ		１式 シキ		確認 カクニン

				配布資料 ハイフ シリョウ

				広報誌「OLYMPIAN」 コウホウ シ		100部 ブ		SC

				JOCの進めるオリンピック・ムーブメント冊子 サッシ		20部 ブ		JOC

				研修会スケジュール ケンシュウカイ		100部 ブ		SC

				参加者リスト   (表)
グループリスト  (裏) サンカシャ		100部 ブ		SC

				來田 氏　講義資料 ライタ シ コウギ シリョウ		100部 ブ		SC

				杉内 氏　講義資料 スギウチ シ		100部 ブ		SC

				來田氏　講義資料（5種） ライタ シ シリョウ シュ		＊＊部 ブ		SC

				パナソニック　講義用資料 シリョウ				SC

				JOCハローオリンピズム事業について		100部 ブ		SC

				JOCの取組み		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会講義資料（4種） シュ		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会配布物 ハイフ ブツ		100部 ブ		SC

				東京2020組織委員会アンケート		100部 ブ		SC

				JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		100部 ブ		SC

				研修会アンケート		100部 ブ		SC

				封筒 フウトウ		100部 ブ		JOC

				オリンピックデーランクリアファイル（2018年版）		100部 ブ		SC

				2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		120枚 マイ		SC

				グループディスカッション

				三角テント（グループ用） サンカク ヨウ		10個 コ		SC		8グループ

				グループディスカッション用ワークシート（A3） ヨウ		30枚 マイ		SC		予備含む ヨビ フク

				模造紙 モゾウシ		20枚 マイ		SC

				付箋 フセン		1式 シキ		SC		JOC付箋・各色付箋 フセン カクショク フセン

				ストロー		100本 ホン		SC

				マジックペン（カラー）		8セット		SC

				マグネット		30個 コ		SC		予備含む ヨビ フク

				フラフープ		10セット		SC		予備含む ヨビ フク

				品名 ヒンメイ		数量 スウリョウ		手配 テハイ		備考 ビコウ

				研修会　会場（大研修室） ケンシュウカイ カイジョウ ダイケンシュウシツ

				テーブル		60台 ダイ		会場 カイジョウ

				イス		120脚 キャク		会場 カイジョウ

				研修会　会場（共有コート） カイジョウ キョウユウ

				スマートフェンシング		20セット		千田氏 チダ シ		レンタル時間：9:00～10:00 ジカン

				ホワイトボード		1台 ダイ		会場		オリンピック競技実施体験説明用 キョウギ ジッシ タイケン セツメイヨウ









				卓球台 タッキュウダイ		3台 ダイ		卓球協会 タッキュウ キョウカイ		卓球備品：15日17時より現地にて借用。担当：山田様 タッキュウ ビヒン ニチ ジ ゲンチ シャクヨウ タントウ ヤマダサマ

				ラケット		1式 シキ

				ボール		1式 シキ

				受付 ウケ ツケ

				受付（スタンド） ウケ ツケ		1台 ダイ		SC

				受付サイン ウケ ツケ		１式 シキ		SC		受付 ウケ ツケ

				受付テーブル ウケ ツケ		1台 ダイ		会場 カイジョウ

				受付イス ウケ ツケ		６席 セキ		会場 カイジョウ

				名刺受け メイシ ウ		１式 シキ		SC

				参加者リスト サンカシャ		5枚 マイ		SC		予備含む ヨビ フク

				参加者パス サンカシャ		＊＊セット		SC		名刺サイズパスケース入り メイシ イ

				筆記用具/文具 ヒッキ ヨウグ ブング		１式 シキ		SC

				朱肉 シュニク		2つ		SC

				旅費交通費・旅費手当請求書 リョヒ コウツウ ヒ リョヒ テアテ セイキュウショ		＊＊部 ブ		SC		当日お渡し用の控えも用意 トウジツ ワタ ヨウ ヒカ ヨウイ

				旅費交通費・旅費手当請求書（フォーマット） リョヒ コウツウ ヒ リョヒ テアテ セイキュウショ		20部 ブ		SC		予備として用意 ヨビ ヨウイ

				A4ボックス		5個 コ		SC		アンケート回収用など カイシュウ ヨウ

				オリンピック教室（オリンピアン先生用）DVD キョウシツ センセイ ヨウ		10枚 マイ		SC		予備含む（事業名変更用紙入り） ヨビ フク ジギョウ メイ ヘンコウ ヨウシ イ

				運営 ウンエイ

				案内板 アンナイ イタ		１台 ダイ		会場

				誘導サイン ユウドウ		2種 シュ		SC

				トランシーバー		10台 ダイ		HSM		予備含む ヨビ フク

				記録用デジカメ キロクヨウ		２台 ダイ		SC/HSM

				記録用ビデオカメラ キロク ヨウ		１台 ダイ		SC

				プリンター		１台 ダイ		SC

				運営マニュアル ウンエイ		20部 ブ		SC		予備含む ヨビ フク

				進行台本 シンコウ ダイホン		20部 ブ		SC		予備含む ヨビ フク

				その他 タ

				お弁当 ベントウ		98食 ショク		SC		参加者72食・JOC関係者8食・登壇者4食・事務局9食（予備5食含む） サンカシャ ショク ショク トウダン シャ ショク ヨビ ショク フク

				ミネラルウォーター/お茶 チャ		各98本 カク ホン		SC		講義用・休憩用 コウギ ヨウ キュウケイヨウ

				コーヒー		約80杯 ヤク ハイ		SC		ポット4つ

				ポット		2台 ダイ		SC

				ホットドリンク		1式 シキ		SC		コーヒー・お茶 等 チャ トウ

				ゴミ袋 ブクロ		1式 シキ		SC

				ティッシュ		5個 コ		SC

				ウエットティッシュ		5個 コ		SC





配布物一覧 



		◆配布資料一式 ハイフ シリョウ イッシキ



		配布資料 / 印刷物 カクニンチュウ		サイズ / 仕様 シヨウ				部数 ブスウ				手配 テハイ



		【冊子】 サッシ

		広報誌「OLYMPIAN」						100		部 ブ		SC

		ムーブメント冊子						20		部 ブ		JOC

		【印刷】 インサツ

		研修会スケジュール ケンシュウカイ		A4 片面 カタメン				100		部 ブ		SC

		①参加者リスト  （表）
   グループリスト （裏）		A3　両面印刷　3つ折り リョウメン インサツ オ				100		部 ブ		SC

		②來田氏講義資料 ライタ シ コウギ シリョウ		A4　両面印刷 リョウメン インサツ				各100 カク		部 ブ		SC

		③JOCハローオリンピズム事業について		Ａ4 両面カラー印刷 左2点止め ヒダリ テン ド				100		部 ブ		SC

		④JOCの取組み		Ａ3				100		部 ブ		SC

		⑤OAJ資料(4種) シリョウ シュ		OAJ資料4種　A4片面 モノクロ印刷/ミュージアム資料 A4 カラー両面印刷 シリョウ シュ カタメン インサツ シリョウ リョウメン インサツ				100		部 ブ		SC

		⑥-1 東京2020組織委員会講義資料（4種） トウキョウ ソシキ イインカイ コウギ シリョウ シュ		東京2020大会概要/マスコット説明資料/メダルプロジェクト説明資料
メダルプロジェクトチラシ ※A4 2UP				各100 カク		部 ブ		SC

		⑥-2 東京2020組織委員会配布物 トウキョウ ソシキ イインカイ ハイフ ブツ		東京2020ガイドブック/クリアファイル/ピンバッチ				各100 カク		部 ブ		SC

		⑥-3 東京2020組織委員会アンケート		A4				100		部 ブ		SC

		⑦NFアスリート委員会の設置に向けて イイン カイ セッチ ム		A4　				50		部 ブ		SC

		⑧NFアスリート委員会設置状況 イインカイ セッチ ジョウキョウ		A4　				120		部 ブ		SC

		⑨JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		A4 両面カラー印刷 左2点止め				100		部 ブ		SC

		⑨研修会アンケート		A4 片面				100		部 ブ		SC

		【第8回アジア冬季大会グッズ】 ダイ カイ トウキ タイカイ

		第8回アジア冬季大会透明袋 ダイ カイ トウメイ ブクロ						＊		枚 マイ		JOC

		ボールペン						＊		本 ホン		JOC

		ピンバッジ						＊		個 コ		JOC

		大会情報チラシ・大会チケットチラシ タイカイ ジョウホウ タイカイ						＊		枚 マイ		JOC

		ポケットティッシュ						＊		枚 マイ		JOC

		マスク						＊		枚 マイ		JOC

		マスコット（エゾモン）シール						＊		枚 マイ		JOC

		【その他】 タ

		封筒 フウトウ						100		部 ブ		JOC

		オリンピックデーランクリアファイル（2018年版） ネン バン						100		枚 マイ		SC

		2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		XLサイズ				120		着 チャク		SC

















配布物一覧  (2)



		◆研修会準備 ケンシュウカイ ジュンビ



		配布資料 / 準備物 ジュンビ ブツ		担当 タントウ		数量 スウリョウ				備考 ビコウ



		【印刷】 インサツ

		研修会スケジュール		HSM		130		部 ブ

		参加者リスト  （表）
グループリスト （裏）		SC		130		部 ブ		フォーマットにあわせて作成 サクセイ

		JOCハローオリンピズム事業について		SC		130		部 ブ		確認後、出力　前回展開データから変更無し？ カクニン ゴ シュツリョク ゼンカイ テンカイ ヘンコウ ナ

		JOCの取組み		SC		130		部 ブ		確認後、出力　前回展開データから変更無し？ カクニン ゴ シュツリョク ゼンカイ テンカイ ヘンコウ ナ

		⑧グループディスカッション資料 シリョウ		部 ブ		120		部 ブ		有無確認 ウム カクニン

		JOCオリンピック教室 オリンピアンマニュアル		SC		120		部 ブ		年度末のデータで出力 ネンドマツ シュツリョク

		準備物 ジュンビ ブツ

		参加者名札 ナフダ		SC		103		枚 マイ		初参加者→青名札　2回目以降参加者→赤名札　※旧姓と現姓両方作成 ハツサンカ シャ アオ ナフダ カイメ イコウ サンカシャ アカ ナフダ キュウセイ ゲン セイ リョウホウ サクセイ

		参加者請求書 サンカシャ セイキュウショ		SC		103		部 ブ

		席表示 セキ ヒョウジ		SC		各10 カク		枚程度 マイ テイド		関係者席・登壇者席 ペン記者席 等 B5　 カンケイシャ セキ トウダン シャ セキ キシャ セキ トウ

		グループ卓表示 タク ヒョウジ		SC		10		グループ		A4三つ折り ミ オ

		座席列表示 ザセキ レツ ヒョウジ		SC		各4 カク		枚 マイ		初参加者と2回目以降参加者の座席を分けるため ハツサンカ シャ カイメイコウ サンカシャ ザセキ ワ

		メディアエリア案内 アンナイ		SC		適量 テキリョウ				ENG・スチールエリア表示 ヒョウジ

		サイン		SC		適量 テキリョウ				受付・プレス受付・誘導サイン ウケツ ウケツケ ユウドウ

		その他サイン タ		SC		適量 テキリョウ				荷物置きスペース・弁当配布・弁当回収・請求書記入案内 他あれば ニモツ オ ベントウ ハイフ ベントウ カイシュウ セイキュウショ キニュウ アンナイ ホカ

		受付リスト ウケツケ		SC		適量 テキリョウ				受付確認用 ウケツケ カクニン ヨウ

		参加者競技順名簿 サンカ シャ キョウギ ジュン メイボ		SC		適量 テキリョウ				自己紹介用 ジコ ショウカイ ヨウ

		【その他 手配等】 タ テハイ トウ

		オリンピックデーランクリアファイル（2017年版） ネン バン		SC		120		枚 マイ

		2017オリンピックデーランオリジナルTシャツ		SC		120		着 チャク
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JOCオリンピアン研修会3-1. プログラム記録写真

■代表者挨拶（JOCアスリート委員会委員 委員 千田 健太）

■出席者紹介（JOCアスリート委員会委員 委員 千田 健太）※競技ごとに紹介

■オリンピックについて（中京大学 來田 享子 氏)

■パラリンピックについて（JOCアスリート委員会オブザーバー 杉内 周作）
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JOCオリンピアン研修会3-2. プログラム記録写真

■ JOC実施諸事業について
（JOCアスリート委員会オブザーバー 小口 貴久、JOCオリンピック・ムーブメント推進部 オリンピックミュージアム準備室 室長 浜崎 佳子）

■東京2020組織委員会の取り組み
（東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 小倉 大地雄 氏、井戸 愛 氏、伊藤 華英 氏）

■スペシャルオリンピックスについて (JOCアスリート委員会 オブザーバー 小塚 崇彦）
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JOCオリンピアン研修会3-3. プログラム記録写真

■グループディスカッション（JOCアスリート委員会 委員 寺尾 悟）
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JOCオリンピアン研修会3-4. プログラム記録写真

■閉会挨拶（JOCアスリート委員会 委員 寺尾 悟）
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JOCオリンピアン研修会

■実施競技体験全体

4. オリンピック実施競技体験

■卓球

・千田委員より開会の挨拶 ・JOCエリートアカデミー生の𠮷𠮷田多聞選手、
柏竹瑠選手、小塩遥菜選手が協力。

■フェンシング

■集合写真
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JOCオリンピアン研修会5-1. オリンピアン・パラリンピアン記録写真

千田 健太 氏
（フェンシング）

小口 貴久 氏
（リュージュ）

寺尾 悟 氏
（スケート／ショートトラック）

伊藤 華英 氏
（水泳／競泳）

小塚 崇彦 氏
（スケート／フィギュアスケート）

青木 香奈枝 氏
（アイスホッケー）

東 伸行 氏
（フェンシング）

新井 祐子氏
（フェンシング）

伊藤 次男 氏
（ボート）

岩﨑 洋三 氏
（ボート）

石橋 顕 氏
（セーリング）

内田 翔 氏
（水泳／競泳）

内田 正二 氏
（近代五種）

蛯沢 大輔 氏
（バイアスロン）

太田 信子 氏
（ボート）

太田 陽子 氏
（陸上競技）

荒木 久美 氏
（陸上競技）

飯田 信行 氏
（ハンドボール）

井佐 英徳 氏
（バイアスロン）

石野 枝里子 氏
（スケート／スピードスケート）
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JOCオリンピアン研修会5-2. オリンピアン・パラリンピアン記録写真

岡本 依子 氏
（テコンドー）

加藤 和 氏
（水泳／競泳）

小口 貴子 氏
（スケルトン）

鹿島 瞳 氏
（水泳／競泳）

川崎 努 氏
（スケート／ショートトラック）

木田 知宏 氏
（射撃／ライフル射撃）

木野 実 氏
（ハンドボール）

黒岩 守 氏
（ボクシング）

柴田 隆一 氏
（水泳／競泳）

新竹 優子 氏
（体操）

重田 京子 氏
（アーチェリー）

鈴木 靖 氏
（スケート／スピードスケート）

副島亀里ララボウラティアナラ氏
（ラグビーフットボール）

髙平 慎士 氏
（陸上競技）

髙山 樹里 氏
（ソフトボール）

田中 琴乃 氏
（体操／新体操）

小室 希 氏
（スケルトン）

阪本 章史 氏
（自転車）

坂本 清美 氏
（バレーボール）

佐藤 寿治 氏
（体操）



- 11 -

JOCオリンピアン研修会9-3. オリンピアン・パラリンピアン記録写真

谷口 正朋 氏
（バスケットボール）

塚原 直貴 氏
（陸上競技）

種田 恵 氏
（水泳／競泳）

田畑 真紀 氏
（スケート／スピードスケート）

豊島 翔平 氏
（ラグビーフットボール）

鳥羽 博司 氏
（ボート）

内藤 三恵 氏
（スケート／ショートトラック）

長岡 千里 氏
（ボブスレー）

濱口 典子 氏
（バスケットボール）

桧野 真奈美 氏
（ボブスレー）

長谷川 晨 氏
（ボート）

古 章子 氏
（体操／トランポリン）

堀内 俊介 氏
（ボート）

俣木 志朗 氏
（ボート）

松井 裕好 氏
（ボート）

松村亜矢子氏
（水泳／アーティスティックスイミング）

中川 真依 氏
（水泳／飛込み）

中山 英子 氏
（スケルトン）

野村 智宏 氏
（陸上競技）

長谷 等 氏
（ボート）
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JOCオリンピアン研修会9-4. オリンピアン・パラリンピアン記録写真

丸山 孝 氏
（バレーボール）

村瀬 康 氏
（ボート）

三浦 孝之 氏
（アイスホッケー）

宮嶋 克幸 氏
（スケルトン）

室伏 由佳 氏
（陸上競技）

目黒 宏直 氏
（バイアスロン）

森田 智己 氏
（水泳／競泳）

花岡 伸和 氏
（陸上競技）

杉内 周作 氏
（水泳／競泳）

矢代 直美 氏
（バスケットボール）

柳澤 しの 氏
（リュージュ）

山田 沙知子 氏
（水泳／競泳）

芳野 法一 氏
（ボート）
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