
№ 依頼者 内容
1 岬健康ｸﾗﾌﾞ 7/14 ～ 3/31 岬健康ｸﾗﾌﾞ 体力づくり運動指導（毎週火・金曜日）

2 大原健康ｸﾗﾌﾞ 7/14 ～ 3/31 大原健康ｸﾗﾌﾞ 体力づくり運動指導（毎週火・金曜日）

3 千葉県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 8/8 ～ 8/9
令和2年度千葉県高等学校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
兼 令和2年度高校3年生ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技代替試合　ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

4 千葉市少年自然の家 8/11 ～ 8/14
千葉市少年自然の家主催事業「ｷｬﾝﾊﾟｰ's ｷｬﾝﾌﾟ」
指導ｻﾎﾟｰﾄ・安全管理ｻﾎﾟｰﾄ

5 公益財団法人 日本水泳連盟
早慶対抗水上競技大会実行員会

第92回早慶対抗水上競技大会　競技役員

6 ﾆｭｰはつらつ会 8/31 ～ 3/31 ﾆｭｰはつらつ会 健康体力づくり運動指導（毎週月曜日）

7 公益財団法人日本武道館 9/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 剣道講師（水・金曜日）

8 公益財団法人日本武道館 9/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 柔道講師（水・金曜日）

9 公益財団法人日本武道館 9/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 柔道助手（水・金曜日）

10 公益財団法人日本武道館 9/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 空手道助手（水曜日）

11 公益財団法人日本武道館 9/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 合気道助手（金曜日）

12 大多喜町教育委員会 9/12 ～ 3/13
大多喜町「ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ」軽ｽﾎﾟｰﾂ（ｷﾝﾎﾞｰﾙ）指導
（月2回程度）

13 小中学校体育連盟夷隅支部 令和2年度夷隅郡市新人大会陸上競技大会ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

14
公益財団法人 日本水泳連盟
（学生委員会） 9/17 ～ 9/19

第96回日本学生選手権水泳競技大会＜水球競技＞
競技役員

15 公益財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会
全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権大会・全日本ﾕｰｽ選手権大会・ﾏｽﾀｰ競技会
ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

16 公益財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 10/3 ～ 10/4 全日本学生ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ選手権大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

17 公益財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 10/9 ～ 10/11 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ選手権大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

18 千葉県小中学校体育連盟 令和2年度 千葉県中学校体操競技新人体育大会 審判員

19 公益財団法人 日本水泳連盟 10/28 ～ 10/31
第96回(2020年度)日本選手権水泳競技大会水球競技
競技役員・大会役員

20 公益財団法人 全日本柔道連盟 10/31 ～ 11/1 2020年度 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 大会係員

21 いすみ市立大原小学校 11/2 ・ 11/9 令和2年度 いすみ市立大原小学校新体力ﾃｽﾄ 測定補助

22 勝浦MBBC 11/6 ～ 3/31 ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（勝浦MBBC）ﾁｰﾑ ｺｰﾁ・指導補助

23 勝浦市教育委員会 11/28 ～ 12/26 勝浦中学校 陸上競技種目別指導（土曜日）

24 勝浦こども園 勝浦こども園ｸﾘｽﾏｽ会 ｻﾝﾀｸﾛｰｽ

25 勝浦市スポーツ推進委員連絡協議会 バレーボール教室 講師・講師補助

26 一般社団法人 千葉県水泳連盟 3/26 ～ 3/30
第43回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会
水球競技役員
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NO 依頼者 活動内容
1 大原健康ｸﾗﾌﾞ 4/1 ～ 3/31 大原健康ｸﾗﾌﾞ 体力づくり運動指導(毎週火・金曜日)

2 岬健康ｸﾗﾌﾞ 4/1 ～ 3/31 岬健康ｸﾗﾌﾞ 体力づくり運動指導(毎週火・金曜日)

3 ﾆｭｰはつらつ会 4/1 ～ 3/31 ﾆｭｰはつらつ会 健康体力づくり運動指導(毎週月曜日)

4 公益財団法人日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 剣道講師(毎週水・金曜日)

5 公益財団法人日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 柔道講師(毎週水・金曜日)

6 公益財団法人 日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 柔道助手(毎週水・金曜日)

7 公益財団法人 日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 空手道助手(毎週水曜日)

8 公益財団法人 日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 合気道助手(毎週金曜日)

9 一般財団法人 全日本剣道連盟 平成31年度(第54回)剣道中央講習会(東日本)試合者

10 一般財団法人 全日本剣道連盟 4/6 ～ 4/7 平成31年度(第54回)剣道中央講習会(東日本)係員

11 勝浦市教育委員会 4/8 ～ 12/16 勝浦ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ(KVC) 指導員

12 勝浦市教育委員会 4/9 ～ 7/16 勝浦ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ(KSC)ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室指導員

13 夷隅地区柔道会 4/14 ～ 3/31 夷隅地区少年柔道教室の講師及び講師補助(毎月第一日曜日)

14 勝浦市教育委員会 4/15 ～ 7/15 勝浦ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ(KSC)器械体操教室指導員

15 ｵﾙｶ鴨川FC 4/15 ～ 3/31
ｵﾙｶ鴨川FC・国際武道大学ｻｯｶｰ部共同企画
「南房総地区女子ｻｯｶｰ普及、未来のなでしこ育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」運営・指導

16 いすみ市立岬中学校 4/17 ～ 3/29 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ指導

17 一般社団法人 千葉県水泳連盟 2019年度 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳短水路大会 大会運営

18 御宿町教育委員会 4/26 ～ 5/31 健康運動教室(ｴｱﾛﾋﾞｸｽ)

19 こども祭り実行委員会 いすみ・こども祭り場内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ

20 株式会社東急ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ
勝浦東急ｻﾆｰﾊﾟｰｸ

勝浦東急ふれあいﾌｪｽﾀ2019

21 一般社団法人 日本ｻｰﾌｨﾝ連盟 5/6 ～ 5/7 第1回 JAPAN OPEN OF SURFING 運営

22 千葉県立香取特別支援学校 香取特別支援学校「運動会」補助役員

23 千葉県立夷隅特別支援学校 平成31年度 運動会

24 千葉県立長生特別支援学校 平成31年度 運動会

25 勝浦市役所 農林水産課 水産係 第17回勝浦港「ｶﾂｵまつり」でのｴｲｻｰ披露

26 大多喜町教育員会 5/25 ～ 3/14 ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｷﾝﾎﾞｰﾙ教室の指導及び指導補助

27 燃ゆる感動かごしま国体
枕崎市実行委員会事務局 5/25 ～ 5/26 第60回都道府県対抗なぎなた大会競技役員

28 公益財団法人 日本水泳連盟 6/1 ～ 6/2 JAPAN OPEN 2019(50m)競泳競技 競技役員

29 千葉県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会(水泳競技)

30 南房総市立嶺南小学校 南房総市立嶺南小学校 体操教室 講師

31 公益財団法人日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 6/8 ～ 6/9 第11回 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞﾕｰｽ選手権大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

32 小中体連安房支部小学校
南房総市・鋸南町部会

小中体連安房支部小学校 体操教室 講師

33 独立行政法人 国際協力機構 東京ｾﾝﾀｰ 初心者武道講習会

34 勝浦市教育委員会 令和元年度 第3回勝浦杯近隣中学校春季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 審判員

35 公益財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 6/15 ～ 6/16 第32回 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ種目別選手権大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

36 千葉県小中学校体育連盟夷隅支部
陸上競技部

令和元年度 夷隅郡市中学校総合体育大会 陸上競技大会 審判員補助

37 一般社団法人 千葉県水泳連盟 第11回 CMCﾏｽﾀｰｽﾞｽｲﾑﾐｰﾄ 運営役員

38 勝浦市教育委員会 2019年度 前期 大人の体力測定

39 一般社団法人 千葉県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会 平成31年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助 (ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ)

40 関東高等学校水泳競技大会 実行委員会
令和元年度 関東高等学校水泳競技大会・
第70回 関東高等学校選手権水泳競技大会(水球) 競技役員

41 勝浦市教育委員会 令和元年度 春季市民ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 審判員

42 勝浦市教育委員会 勝浦中学校 ｳｫｰﾀｰｾｰﾌﾃｨ教室
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43 千葉年金事務所 7/4 ～ 3/31 出張年金相談会におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

44 千葉県小中学校体育連盟 陸上競技専門部 7/6 ～ 7/7 第65回 全日本中学校通信陸上競技大会 千葉県大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

45 勝浦ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 7/13 ～ 8/21 勝浦市夏期海水浴場における水難事故防止の監視活動

46 千葉県なぎなた連盟 第74回 国民体育大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会なぎなた競技 補助役員

47 公益財団法人日本武道館 7/20 ～ 7/21 令和元年度全日本少年少女武道(剣道)練成大会 試合場運営主任

48 勝浦市教育委員会
勝浦市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連絡協議会 7/20 ～ 7/24 令和元年度 ｼﾞｭﾆｱ水泳教室

49 ふれあい訓練会 ﾌﾟｰﾙで遊ぼう会(第1回)幼児・児童等介助

50 社会福祉法人土穂会
障害者支援施設 ﾋﾟｱ宮敷

納涼祭ﾋﾟｱﾌｪｽﾀ2019 支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

51 千葉県小中学校体育連盟 陸上競技専門部 7/27 ～ 7/28 第73回 千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

52 一般社団法人 世界少年野球推進財団 7/27 ～ 8/7 第29回 世界少年野球大会 福島大会 ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ

53 日出学園中学校 7/29 ～ 8/5 日出学園臨海学校指導員補助

54 勝浦MBBC 8/1 ～ 3/31 ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑのｺｰﾁ及び指導補助

55 鴨川市建設経済部 ｽﾎﾟｰﾂ振興課 8/3 ～ 8/4 令和元年度 鴨川市小学生陸上競技教室 講師

56 第74回 国民体育大会
関東ﾌﾞﾛｯｸ大会実行委員会 8/3 ～ 8/4 第74回 国民体育大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会 水泳(水球)競技役員

57 公益財団法人日本水泳連盟
学生委員会関東支部 8/3 ～ 8/5 第92回 関東学生選手権水泳競技大会役員

58 公益財団法人 日本ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 8/6 ～ 8/8 女子GEM3(U19)日本代表ﾁｰﾑ 出発直前合宿 補助

59 公益財団法人 修養団(SYD) 8/8 ～ 8/12 関西子ども自然体験ｷｬﾝﾌﾟ ｷｬﾝﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

60 第74回 国民体育大会
関東ﾌﾞﾛｯｸ大会実行委員会

第74回 国民体育大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会 ｻｯｶｰ競技役員

61 足立区生涯学習ｾﾝﾀｰ 8/14 ～ 8/16 「磯・森・夜 夏休み子ども自然体験教室」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

62 令和元年度 全国高等学校総合体育大会
那覇市実行委員会事務局 8/16 ～ 8/20 令和元年度 全国高等学校総合体育大会 水球競技大会役員

63 公益財団法人 修養団(SYD) 8/19 ～ 8/23 富士子ども自然体験ｷｬﾝﾌﾟ ｷｬﾝﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

64 亀田ｸﾘﾆｯｸ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 鴨川市内運動部系中学生 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸ事業 補助

65 きぬの里自治会 きぬの里「自治会祭り」なぎなた演武披露

66 公益財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 8/31 ～ 9/1 第11回 全日本ｼﾞｭﾆｱ/ﾕｰｽ/ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会 (ｻｰﾌ) ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

67 ふれあい訓練会 ﾌﾟｰﾙで遊ぼう会(第2回)幼児・児童等介助

68 2019茨城国体土浦市実行委員会 9/12 ～ 9/16 第74回 国民体育大会水泳(水球)競技役員

69 御宿町 9/14 ～ 9/15 御宿町健康体力ﾁｪｯｸ事業補助

70 公益財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 9/14 ～ 9/15 第45回 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ選手権大会 北関東ﾌﾞﾛｯｸ予選 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

71 千葉県小中学校体育連盟夷隅支部 令和元年度 夷隅郡市中学校 新人体育大会陸上競技大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

72 ｽﾎﾟｰﾂｽﾏｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 9/15 ～ 9/16 第2回 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰｺｰﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰ

73 日本ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会関東支部 第26回 JSCAﾏｽﾀｰｽﾞｶｯﾌﾟ(成人競技水泳) 競技役員

74 勝浦市 勝浦市健康ﾊﾂﾗﾂ･ﾌｨｯﾄﾈｽ教室体力測定補助

75 日本基礎教育研究所 NZﾗｸﾞﾋﾞｰｺｰﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰ関連企画 総野小学校 ﾗｸﾞﾋﾞｰ出前授業

76 勝浦市教育委員会 9/19 ～ 12/19 勝浦ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ(器械運動)指導員

77 公益財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 9/21 ～ 9/22 第34回 全日本学生ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ選手権大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

78 大田区立羽田中学校 9/23 ～ 9/25 1学年 野辺山移動教室 補助員

79 勝浦市教育委員会 9/24 ～ 12/17 勝浦ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ(ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ)指導員

80 ひたちなか市実行委員会 9/28 ～ 10/2 第74回 国民体育大会ｻｯｶｰ競技(女子)役員

81 いすみ市立国吉中学校 下肢筋力測定

82 公益財団法人 日本水泳連盟 10/3 ～ 10/6 第95回 日本選手権水泳競技大会水球競技

83 千葉県小中学校体育連盟 陸上競技専門部 10/5 ～ 10/6 第44回 千葉県中学校新人陸上競技大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

84 千葉県競技力向上推進本部 令和元年度 千葉県競技力向上推進本部事業 講師

85 公益財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 10/12 ～ 10/13 第45回 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ選手権大会

86 千葉県なぎなた連盟 第69回 千葉県民体育大会 補助役員
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87 大多喜町教育委員会 令和元年度 大多喜町ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ指導員

88 ｵﾙｶ鴨川FC 2019ﾌﾟﾚﾅｽなでしこﾘｰｸﾞ2部第12節 運営補助

89 日本ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰ連盟 10/16 ～ 10/20 ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ2019

90 千葉県競技力向上推進本部 令和元年度 千葉県競技力向上推進本部事業 講師

91 社会福祉法人槇の里いすみ学園 第35回 槇の里祭 補助役員

92 千葉県立長生特別支援学校 令和元年度 しおかぜ祭(文化祭)運営補助

93 一般社団法人 千葉県水泳連盟 10/19 ～ 10/20 2019年度 第23回 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳選手権大会

94 千葉県ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 10/19 ～ 10/20 第17回 千葉県ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ競技会～房総ｶｯﾌﾟ2019～ ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

95 一般社団法人 千葉県水泳連盟 千葉県ｼﾞｭﾆｱBC級水泳競技大会

96 千葉県なぎなた連盟 令和元年度 審判研修会

97 千葉県競技力向上推進本部 令和元年度 千葉県競技力向上推進本部事業 講師

98 千葉県立長生特別支援学校 剣道演武・指導

99 公益財団法人 日本水泳連盟 10/26 ～ 10/27 第61回 日本選手権(25m)水泳競技大会 (競泳競技)競技役員

100 千葉県教育委員会 ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ体験 ｼｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 講師

101 房総ｳｪｰﾌﾞｽR.F.C.
第16回 小学生ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権(ｻﾝﾄﾘｰｶｯﾌﾟ)
千葉県予選 第2回 南総大会 運営補助

102 千葉県立夷隅特別支援学校 全校集会での武道演舞披露

103 千葉県立香取特別支援学校 第36回 かよう祭 運営補助

104 勝浦ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ同好会 11/9 ～ 11/10 ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ in 2019

105 千葉県立鴨川青年の家 第31回 鴨川青年の家まつり 運営補助

106 茂原市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 第16回 千葉県ｳｫｰｸﾗﾘｰ大会 茂原会場

107 一般社団法人 日本ﾊﾟﾗﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 11/12 ～ 11/17 NOMURA World Super6 2019 審判補助

108 千葉県立夷隅特別支援学校 交流駅伝教室 運営補助

109 勝浦市教育委員会 令和元年度 第3回勝浦杯近隣中学校 秋季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 審判

110 勝浦市教育委員会 第48回 市民ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 審判員

111 一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟 11/23 ～ 11/24 第36回 日本ﾊﾟﾗ水泳選手権大会 補助員

112 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ実行委員会 第12回 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ(小・中学生・ﾌｧﾐﾘｰの部) ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

113 亀田総合病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 11/30 ・ 12/7 鴨川市立中学校 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸ事業 補助

114 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ実行委員会 第12回 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ(一般の部) ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ

115 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ実行委員会 第12回 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ 補助役員

116 勝浦市教育委員会 勝浦小学校ｽｹｱｰﾄﾞｽﾄﾚｰﾄ(模擬交通事故)交通安全教室

117 勝浦市教育委員会 陸上教室 講師

118 勝浦市立勝浦幼稚園 勝浦幼稚園 ｸﾘｽﾏｽ会 ｻﾝﾀｸﾛｰｽ

119 勝浦市教育委員会 令和元年度 後期 大人の体力測定

120 NPO法人日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ振興会 Basketball Birthday Classic 2019

121 千葉県競技力向上推進本部 令和元年度 千葉県競技力向上推進本部事業 講師

122 日本車いすﾗｸﾞﾋﾞｰ連盟 第21回 車いすﾗｸﾞﾋﾞｰ日本選手権大会

123 鴨川市教育委員会生涯学習課 鴨小ｽﾏｲﾙｽｸｰﾙ 運営ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

124 全日本ﾕｰｽ(U-15) 水球競技選手権
－桃太郎ｶｯﾌﾟ－実行委員会 12/23 ～ 12/27 第12回 全日本ﾕｰｽ(U-15) 水球競技選手権－桃太郎ｶｯﾌﾟ－

125 勝浦市教育委員会 令和元年度 中学生を対象としたﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室

126 なの花書道会勝浦 なの花書道会勝浦 書道交流(書道体験)

127 夷隅地区漁協女性部連絡協議会 千葉県信用漁業協同組合連合会「魚調理教室」

128 勝浦市教育委員会 1/18 ～ 1/19 第52回 勝浦鳴海駅伝競走大会 運営ｽﾀｯﾌ

129 勝浦市教育委員会 第52回 勝浦鳴海駅伝競走大会 運営役員

130 ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ 1/25 ～ 1/26 ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室

131 公益財団法人 全日本柔道連盟 2/1 ～ 2/16 学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ海外派遣事業 柔道指導(ﾌﾞｰﾀﾝ)
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132 勝浦市ｽﾎﾟｰﾂ協会 第49回 いすみ市・勝浦市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ総合選手権大会審判員

133 板橋区立桜川中学校
「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進のための教育支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
空手道教室講師及び講師補助

134 勝浦市教育委員会 勝浦中学校心肺蘇生・AED指導 講師

135 公益財団法人 日本武道館 3/6 ～ 3/8 第2回 外国人学生等対象国際武道文化ｾﾐﾅｰ 実技指導補助

136 ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ 2/1 ～ 2/29 ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室 指導及び指導補助

137 勝浦市教育委員会 2/19 ・ 2/25 勝浦中学校ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ教室 講師

138 一般社団法人 千葉県水泳連盟 千葉県ｼﾞｭﾆｱBC級水泳競技大会

139 ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室

140 いすみ市少年剣道大会実行委員会 いすみ市少年剣道大会 審判員

141 千葉県水泳連盟 3/25 ～ 3/29 第42回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会 水球競技役員
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