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◇2017年度ＮＴＳ組織（体制図）

強化・育成戦略委員会

ＮＴＳ委員会

ＮＴＳ運営委員会 ＮＴＳ技術指導委員会

ブロック技術指導委員長
ブロック技術指導副委員長
ブロックU12技術指導委員長

インストラクター

ブロック運営委員長
ブロック事務担当者

ＮＴＳ指導内容
策定ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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2018年NTS組織（体制図）
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◇2018年度ＮＴＳ委員会

役割 氏名 居住地 役割 所属

1 委員長 古橋 幹夫 石川 NTS委員長

2 委員 河上 千秋 東京 JOC専任コーチ ANTC

3 〃 金原 理博 富山 Caravan委員長 富山県教育委員会

4 〃 尾石 智洋 東京 Academy委員長 東久留米西中学校

5 〃 亀井 良和 埼玉県 元NTS委員 埼玉県教員

6 〃 仲田 好邦 沖縄 NTS運営専門委員長 名桜大学

7 〃 麻生 薫 岡山 指導内容策定委員長 倉敷市立東中学校

8 〃 竹内 貞明 富山 小学生委員長 氷見市消防本部

9 〃 神並 弘枝 大阪 中学生Category 大阪ジュニアクラブ

10 〃 濱野 健一 愛知 小学生Category 東海HS

11 〃 森口 哲史 福岡 体力科学専門委員長 福岡大学

12 〃 原田 悟 東京 JSC申請担当 日本協会事務局
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◇2018年度指導内容策定委員会

役割 氏名 居住地 カテゴリー 所属

1 委員長 麻生 薫 岡山 中学生 倉敷市立東中学校

2 副委員長 濱野 健一 愛知 小学生 東海HS

3 委員 吉村 晃 愛知 ナショナル 豊田合成

4 〃 北林 健治 宮崎 ナショナル（GK） 都城泉が丘高校

5 〃 永野 翔太 愛知 ナショナル 東海学園大学

6 〃 前田 誠一 岡山 大学生 環太平洋大学

7 〃 橋沼 美幸 宮城 高校生 聖和学園高校

8 〃 鳥本 岳志 愛知 中学生 名古屋市立扇台中学校

9 〃 中川 英明 富山 中学生 氷見市立北部中学校

10 〃 堀田 慶 茨城 小学生 豊里HC

11 〃 伊藤 貴寛 東京 小学生 東久留米HC

12 〃 塩津 僚 三重 小学生 笹川HC

13 〃 北野 香代 神奈川 GK 横浜市立六角橋中

14 〃 森口 哲史 福岡
体力科学
専門委員長

福岡大学
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◇2018年度ＮＴＳ運営専門委員会

役割 氏名

1 委員長 仲田 好邦

2 副委員長 宮川 晋 小学生専門委員会

3 委員 河上 千秋 JOC専任コーチ

4 委員 神並 弘枝 中学生専門委員会

5 委員 酒巻 博美 中学生専門委員会

6 委員 齋藤 慎太郎 情報科学委員会

7 委員 嘉数陽介 情報科学専門委員会

8 委員 鈴木 康信 ブロック代表

9 委員 原田 悟 事務局
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◇2018年度ＮＴＳ関連スケジュール

2018年

ﾌﾞﾛｯｸ・ｾﾝﾀｰ
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ｾﾝﾀｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
U161/4～6
U131/12～14

ﾌﾞﾛｯｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

ﾌﾞﾛｯｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

5/26・27

ｾﾝﾀｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

11/24・25

運営会議

第１回運営会議
4/21・22 第２回運営会議

11/24・25

その他
男子世界選手権
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◇2018年度ＮＴＳの流れ

2018年度NTS指導内容原案作成
（指導内容策定グループ）

内容確認・承認
（強化本部）

ﾌﾞﾛｯｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
（ＮＴＳ技術指導委員会）

代表強化の現況
（強化委員会）

世界・アジアからの情報
（指導委員会）

フィジカル面からの情報
（情報科学委員会）

技術指導
（ＮＴＳ技術指導委員会）

体力測定
（情報科学委員会）

世界・アジアからの情報
（指導委員会）

知的スキル
（指導・医事委員会）

技術指導
（ＮＴＳ技術指導委員会）

プレーとジャッジ
（審判部）

世界・アジアからの情報
（指導委員会）

知的スキル
（指導・情報科学・医事委員会）

【ブロックトレーニング・シミュレーション】 【ブロックトレーニング】

【センタートレーニング】
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