
ランニング学会認定ランニング指導者・指導員名簿（2015 年 11 月現在	 五十音順）  
EcRI 特別上級ランニング指導者	 8 名  
雨宮	 輝也 有吉	 正博 宇佐美	 彰朗 沢木	 啓祐 田中	 宏暁 
豊岡	 示朗 山地	 啓司 山西	 哲郎 
AcRI 上級ランニング指導者	 22 名  
井筒	 紫乃 伊藤	 静夫 榎本	 靖士 岡田	 英孝 岡本	 英也 
小原	 繁 河合	 美香 川原	 貴 佐伯	 徹郎 佐藤	 光子 
鳥井	 健次 鳥居	 俊 鍋倉	 賢治 野口	 勝宏 野口	 純正 
桧垣	 靖樹 藤牧	 利昭 前河	 洋一 山内	 武 山本	 正彦 
吉岡	 利貢 渡辺	 雅之	 	 	 	 	 	 	 	 	 （以上、有効期限 2017 年 3 月末日） 
CRI ランニング指導員	 245 名  
青木	 眸	 青野	 博	 青野	 禎	 赤木	 一恵	 浅井	 猛	

足立	 昭子	 足立	 哲司	 阿部	 和美	 阿部	 晃一	 阿部	 武	

阿部	 雅行	 英保	 武志	 荒川	 功一	 伊香賀	 俊介	 石井	 裕博	

石井	 由紀子	 石川	 裕久	 石黒	 崇	 石田	 一洋	 石部	 順一	

板垣	 英樹	 伊藤		昌志	 伊藤	 道郎	 犬塚	 勝美	 井之川	 仁	

入江	 敦彦	 岩間	 智子	 岩山	 海渡	 上谷	 聡子	 内和	 愛	

宇野	 紘道	 梅井	 健史	 浦	 一夫	 占部	 毅士	 遠藤	 良則	

大河原	 陽一	 大崎	 栄	 大沼田	 裕一	 大橋	 昌弘	 大山	 弘毅	

岡田	 一彦	 岡田	 恒夫	 岡部	 泉太郎	 岡部	 宏行	 岡村	 卓哉	

尾尻	 義彦	 尾尻	 琢磨	 小田	 進一	 織田	 愛泉	 加賀谷	 肇	

笠原	 裕之	 風間	 友希	 加藤	 健志	 亀谷	 里紗	 川上	 義昌	

川津	 登志枝	 川端	 祐汰	 河村	 修一	 河村	 孝幸	 川本	 恵	

喜多	 秀喜	 木田	智士	 北澤	 昇吾	 北島	 孝一	 木部	 和枝	

木村	 靖夫	 串間	 敦郎	 久保	 茂正	 	 久保田	 光俊	 小嵐	 正治	

小林	 朗	 小林	 晋	 小林	 均	 小林	浩之	 小林	 玲子	

駒井	 肇	 小山	 賢太郎	 近藤	 勇樹	 齋藤	 祐一	 齊藤	 理恵	

斉藤	 良一	 酒井	 洋平	 佐々木	 誠	 佐藤	 三郎	 佐藤	 精芳	

佐藤	 広和	 佐藤	 善人	 三本木	 温	 篠﨑	 初子		 芝田	 健二	

渋谷	 和久	 渋谷	 俊浩	 	 澁谷	 信	 島崎	 賢一	 島崎	 外志夫	

清水	 辰生	 清水	 直人	 清水	 泰生	 城越	 幸一	 末信	 文行	

杉村	 彰彦	 杉村	 真志	 杉山	 喜一	 鈴木	 愛子	 鈴木	 あかり	

鈴木	 理	 鈴木	 新一	 鈴木	 美沙都	 砂川	 正隆	 瀬川	 智佳子	

関	 洋一郎	 大後	 茂雄	 高市	 皓太	 高橋	 早苗	 高橋	 哲子	

瀧沢	 一騎	 竹内	 鉄平	 竹中	 はる美	 竹中	 博	 竹中	 政枝	

竹元	 久美子	 田中	 秀一	 田中	 寿美子	 田中	 将実	 千葉	 登	 	



塚本	 嘉夫	 辻谷	 勇二郎	 辻村	 真一	 辻本	 誠	 津本		クミ子	

寺浦	 康夫	 土居	 義高	 遠山	 晴一	 徳本	 一善	 常世田	 智明	

土橋	 めぐみ	 友金	 明香	 長澤	 茂雄	 中島	 孝	 中嶋	 南紀	

中村	 仁	 中村	 和照	 中村	 美奈子	 成田	 和弘	 西岡	 竜治	

西田	 和美	 楡井	 良雄	 納富	 義宝	 野田	 明子	 林	 隆俊	

播磨	 昇	 番匠	 信一	 東川	 安雄	 引間	 寿夫	 樋野	 和範	

平川	 敦子	 平下	 政美	 廣田	 昌之	 廣野	 昇	 福井	 淳也	

福地	 義一	 藤居	 直哉	 藤澤	 和宏	 藤沼	 賢次	 二見	 隆亮	

古田	 應利	 細川	 史郎	 穂積	 純典	 保原	 幸夫	 堀岡	 智子	

前崎	 雅代	 前田	 和良	 舛田	 純一	 松井	 祥文	 松尾	 奈保子	

松木	 陽康	 松下	 幸祐	 三橋	 敏武	 宮下	 和典	 宮本	 恭	

椋梨	 兼彰	 村田	 京介	 森		直大	 屋敷	 剛志	 山内	 真由美	

山上	 寛之	 山口	 恵美	 山口	 昌寛	 山﨑	 健	 山崎	 美穂	

山田	 和夫	 山田	 勉	 山田	 正良	 山中	 鹿次	 山本	 剛	

油田	 直美		 吉川	 潔	 吉川	 寿一	 米田	 亮一	 米本	 和哉	

渡邊	 望帆	 渡辺	 真由美	 渡辺	 豊	

（以上、有効期限 2017 年 3 月末日）	

石倉	勝		 五十嵐	 博文	 岩本	 浩平	 大森	 整	 岡	潔	

奥田	 智美	 加藤	 直人	 河原井	 康明	 木村	 光希	 黒田	 純子	

今野	 洋志	 齊藤	 光弘	 作田	 徹	 鈴木	 立行	 高田	 由基	

丹上	 正安	 辻	 秀憲	 寺本	 樹与一	 中嶋	 雅美	 野田	 秀裕	

野中	 渉	 林	 信之	 林	 弘乃	 林	 泰男	 前田	 朋美	

前田	 寛文	 松山	 林太郎	 宮島	 教子	 宮部	 浩	 森田	 敦子	

山下	 義晴	 山本	 尚則	 吉田	 博陽	

（以上、有効期限 2018 年 3 月末日）	

石橋	 誠	 大重	 琢也	 鍵谷	 昌之	 加藤	 孝太	 陶山	 昌宏	

関谷	 卓也	 徳納	 一政	 人見	 克哉	 横井	 達治	

（以上、有効期限 2019 年 3 月末日）	

	


