
令和 4 年度末 全国中学ボート連盟加盟団体 指導者資格保有状況調査【結果】 

 

資格保有について（チームに関わる指導者） 

資格保有と今後の見通し 中学校 クラブ 

1． 保有者がいる 

顧問異動後もいる 

 

入野中（静岡） 

大沢野中（富山） 

 

浜松ボートクラブ（静岡） 

滋賀レイクスターズ（滋賀） 

愛知東郷ボートクラブ（愛知） 

ぎふジュニアボートクラブ（岐阜） 

横浜ジュニアローイングスクール（神奈川） 

2． 保有者がいる 

スタートコーチ取得希望あり 

下諏訪中（長野） 

楡原中（富山） 

 

 

3． 保有者がいる 

顧問異動後に不安あり 

 

津幡南中（石川） 

 

 

4． 保有者がいない 

スタートコーチは取得希望あり 

川辺中（岐阜） 

城之崎中（兵庫） 

潮来選抜（茨城） 

瀬田中（滋賀） 

和歌山ローイングクラブ（和歌山） 

江戸川区ボート協会（東京） 

5． 保有者がいない 

スタートコーチの取得希望なし 

丸内中（石川） 

今津中（滋賀） 

佐沼中（宮城） 

 

6． 未回答中学 

※主な団体 

瀬田北中（滋賀） 

美浜中（福井） 

本荘南中（秋田） 

河口湖北中（山梨） 

戸田中（埼玉） 

清風中（大阪） 

熊本学園中（熊本） 

宮川ボートクラブ（三重） 

米子漕艇クラブ（鳥取） 

鳥取ジュニアローイングクラブ（鳥取） 
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チーム内の公認資格保有
公認資格あり 公認資格なし



地域移行について  
地域移行

の話 

地域移行後

の顧問の関

わり 

ほとんど進んでいない 6 8 

土日に関しては、話が出始めた 5 2 

土日に関しては、少し進んでいる 1 0 

土日に関しては、かなり進んでいる 1 1 

その他（顧問は関わっていない） 1 

 

 

46%

38%

8%
8%

地域移行の話

ほとんど進んでいない 土日に関しては、話が出始めた
土日に関しては、少し進んでいる 土日に関しては、かなり進んでいる

67%

17%

8%
8%

地域移行後の顧問の関わり

ほとんど進んでいない 土日に関しては、話が出始めた
土日に関しては、少し進んでいる 土日に関しては、かなり進んでいる
その他（顧問は関わっていない）



地域移行後の課題（最大３つまで） 

練習を指導してくれる指導者の確保; 12 

安全を見届けてくれる指導者の確保; 8 

 

学校と地域移行クラブをつなぐ人材の確保; 

6 

大会引率をサポートしてくれる人材の確保; 5 

かかる費用を適切に管理してくれる人材の確保; 3 

事務作業をサポートしてくれる人材の確保; 3 

道具の管理をしてくれる指導者の確保; 2 

指導者への報酬; 1 
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練習を指導してくれる指導者の確保;

安全を見届けてくれる指導者の確保;

学校と地域移行クラブをつなぐ人材の確保;

大会引率サポート人材の確保;

かかる費用を適切に管理してくれる人材の確保;

事務作業をサポートしてくれる人材の確保;

道具の管理をしてくれる指導者の確保;

指導者への報酬;

地域移行後の課題（上位３つ）



 

地域移行後の負担（学校部活顧問） 

今より増える 1 

しばらくは増えるが、軌道に乗れば減る 6 

あまり変わらない 3 

かなり減る 3 

 

地域移行後の関わり方（学校部活顧問） 

負担が増えても減っても関わり続けたい 3 

負担が減るなら関わり続けたい 5 

関わりは減らしていきたい 2 

関わりは失くしていきたい 1 

 

8%

46%
23%

23%

地域移行後の負担（学校部活顧問）

今より増える しばらくは増えるが、軌道に乗れば減る
あまり変わらない かなり減る

33%

42%

17%

8%

地域移行後の関わり（学校部活顧問）

負担が増えても減っても関わり続けたい 負担が減るなら関わり続けたい
関わりは減らしていきたい 関わりは失くしていきたい



       中学ボート部関係 市町村協議会自治体・加盟校・加盟クラブ・地域クラブ・地域協会 一覧表 

                                    2022/6/22 修正 普及アドバイザー 内藤 
都府県 全国ボート場所在市町 

村協議会加盟自治体 
全国中学ボート連盟加盟 
中学校ボート部 

全国中学ボート連盟加盟 
地域ジュニアークラブ等 

地域ボートクラブ 地域ボート協会 

宮城県 登米市（迫町） 登米市立佐沼中学校   とめ漕艇協会 
秋田県 由利本荘市(本庄市) 

大潟村 
由利本荘市立本荘南中学校 子吉川 JRC 

大潟 JRC（2021/10 休部） 
子吉川 RC 
 

 
 

山形県   山形ドリームキッズ   
福島県 喜多方市  あいず R スポーツ少年団 NPO 会津磴漕会  
茨城県 潮来市 潮来市立潮来第一中学校 

潮来市立日の出中学校 

 
ITAKO R アカデミー 

潮来 RC 
 

潮来市体育協会ボート
部 
 

埼玉県 ⼾田市 戸田市立戸田中学校 SARA   
東京都   ワセダクラブ 慶応 JR スク

ール 江⼾川区ボート協会 
隅田川 RC 

 
 

 
 

神奈川県   横浜 JRC   
山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町立河口湖北中学校    
新潟県 阿賀町  阿賀町 JBC   
⻑野県 下諏訪町 下諏訪町立下諏訪中学校   下諏訪町漕艇協会 
富山県  

 
（南砺市） 

富山市立楡原中学校 

富山市立大沢野中学校 

NPOJINZU SPORTS CLUB NPOJINZU  SPORTS 
CLUB 

富山市ボート協会 

石川県 津幡町 津幡町立津幡中学校 

小松市立丸内中学校 

津幡 BC  津幡町ボート協会 

福井県 美浜町 美浜町立美浜中学校 J‘POWERS Boat Team 美浜 RC 美浜町ボート協会 
静岡県 浜松市(天⻯市) 浜松市立入野中学校 浜松 BC 佐鳴会 狩野川 RC 浜松 BC 佐鳴会 

NPO 天⻯楽漕会 
浜松市ボート協会 

愛知県 東郷町  愛知東郷 BC   
岐阜県 川辺町 

海津市 
川辺町立川辺中学校 ぎふ JRC  

海津 JRC 
川辺ボートコミュニテ
ィ 

かわべボート協会 
 

三重県 大台町 大台町立大台中学校 宮川 BC（大台町）   
滋賀県 大津市 大津市立瀬田中学校 

大津市立瀬田北中学校 

高島市立今津中学校 

瀬田漕艇倶楽部 
琵琶湖漕艇場 BRC 

NPO 瀬田漕艇倶楽部 
NPO 琵琶湖 RC 
NPO 高島いまづ RC 

大津市ボート協会 

大阪府  私立清風中学校  
RC 神⼾ 

  

兵庫県 豊岡市(城崎市) 豊岡市立城崎中学校 

私立柳学園中学校 
 
 
神⼾ RC 神⼾ BC 

 
 

円山川城崎ボート協会 
 

和歌山県   和歌山 RC   
鳥取県   米子漕艇クラブ 鳥取 JRC   
岡山県   岡山 JRC   
広島県   福山 BC   
愛媛県   愛媛県ボート協会 今治 RC  
福岡県 遠賀町  北九州 RC 照葉 BC   
佐賀県  私立早稲田佐賀中学校 唐津 JRC   
⻑崎県   RS ⻑崎   
熊本県 菊池市  

私立熊本学園大附属中学校 
菊池 RC 2021 入会  

大分県 日田市  日田 JRC  
大分 JRC 

大分県ボート協会  

宮崎県 新富町  新富漕艇 C   
 注：全国中学ボート連盟藤垣事務局⻑資料を市町村協議会と対⽐し作成  協議会（ ）は当初加盟市町 
   太字は休日活動の地域移行対象校  


