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1 平成25年3月 羽衣出版

2 平成30年3月 株式会社ベースボール・マガジン社

1 平成3年3月 『静岡学園短期大学研究報告』第3号

2 平成4年3月 『静岡学園短期大学研究報告』第4号

3 平成5年5月 『静岡学園短期大学研究報告』第5号

4 平成6年3月 『静岡学園短期大学研究報告』第6号

5 平成7年3月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第1巻第1号

6 平成8年3月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第2巻第1号

7 平成12年3月
『静岡産業大学国際情報学部研究紀要』
第2号

8 平成17年2月
『静岡産業大学国際情報学部研究紀要』
第7号

9 平成18年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第8号

10 平成19年2月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第9号

11 平成21年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第11号

12 平成21年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第11号

静岡産業大学　藤枝キャンパス　教授

取得学位 教育学士 （昭和60年3年） 横浜国立大学

専門分野 体育心理学、発育発達学

つかもと　ひろゆき

塚本　博之

バレーボールのゲーム分析－ラリーポイント制導入によるゲームプラン－

女子大学生の皮下脂肪と肥満に対する意識について

著書

まなびのとびら

学術論文

静岡県における大学バレーボールの実態に関する調査・研究

静岡県における児童のスポーツテストからみた体力の変遷

静岡県における中学生のスポーツテストからみた体力の変遷

静岡県における高校生のスポーツテストからみた体力の変遷

静岡県における体力の変遷－児童・生徒のスポーツテスト分析を中心にして－

スポーツ科学と教育

教育・研究内容

　男女バレーボール部総監督として、心・技・体バランスのとれたチーム作りを目指しています。教育の一環としての部活動のあり方、望まし
いアプローチの方法とは？個人として社会に必要な人材とは？バレーボールを通じて日々考えています。同時に、東海大学リーグ静岡県勢
初制覇と、Vリーグ選手を育成することが現在の大きな目標です。
　また、ゼミナールでは、日本スポーツ協会の「公認スポーツ指導者」の資格取得講座を開催し、ゼミ生に資格を取得させています。そして専
門の指導者のいない地域の小・中・高等学校に、バレーボールの指導者として学生を派遣しています。
　さらに、静岡県バレーボール審判講習会を本学部で開催し、希望者には日本バレーボール協会公認の審判委員の資格を取得させ、国体や
各種全国大会に公認審判委員として派遣しています。
　近い将来、藤枝キャンパスが静岡県バレーボールの「選手」「指導者」「審判」の育成3本柱の中心になれるよう、教育・研究を重ねていきた
いと考えています。

最終学歴 横浜国立大学教育学部体育専攻卒業

職位 専任教授

研究テーマ
・近代バレーボールにおける戦術・ゲームの分析法
・発育発達学（主に足跡）からみた体力の変遷

所属学会
日本体育学会、日本学校保健学会、日本発育発達学会、日本バレーボール学会、日本体力医学会、日本靴医学会、
日本成長学会、日本母性衛生学会

主な担当科目 スポーツⅣ（バレーボール）、スポーツⅩ（サッカー）、球技（バスケ）、スポーツＡ、スポーツＢ、体つくり運動

バレーボールにおけるサーブの有効性について

日本人の他者依拠性とその一淵源としての宗教
－「関係体」としての日本人考－（査読付）

大学生の喫煙の実態について
～平成18年度静岡産業大学情報学部新入生を対象として～（査読付）

大学生の喫煙の実態について第2報
～平成19年度静岡産業大学情報学部新入生を対象として～（査読付）

大学生の喫煙の実態について第3報
～平成19年度静岡産業大学情報学部新入生を対象として～（査読付）
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13 平成22年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第12号

14 平成23年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第13号

15 平成23年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第13号

16 平成23年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第13号

17 平成24年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第14号

18 平成24年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第14号

19 平成25年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第15号

20 平成26年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第16号

21 平成26年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第16号

22 平成26年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第16号

23 平成26年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第16号

24 平成26年3月 『靴の医学』第28巻2号

25 平成26年5月
バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌
Vol.16 №1

26 平成26年5月
バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌
Vol.16 №1

27 平成26年7月 『バレーボール研究』第16巻第1号

28 平成27年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第17号

29 平成27年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第17号

30 平成27年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第17号

31 平成27年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第17号

32 平成27年6月 『バレーボール研究』第17巻第1号

33 平成27年7月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会誌
Vol.17 No.1

34 平成28年1月
ICIC Express Letters, Part B:
Applications (ICIC-ELB),Vol. 7, No.1

35 平成28年2月
International Journal of Biomedical
Soft Computing and Human
Sciences, Vol. 20, No.2

36 平成28年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第18号

37 平成28年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第18号

38 平成28年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第18号

39 平成28年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第18号

40 平成28年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第18号

41 平成28年3月
『日本女子体育大学スポーツトレーニングセン
ター紀要』Vol.19

42 平成29年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第19号

大学生の糖尿病に関する意識と食生活における重要項目の探索（査読付）

大学女子バレーボールにおける得点獲得パターンに関する研究（査読付）

地域にふさわしい色彩設計
～川根本町の景観の印象に建造物の色彩が与える影響Ⅱ～（査読付）

環境音刺激下での加速度脈波解析および主観評価について（査読付）

部活動における人間関係の在り方について
～静岡学園高等学校バスケットボール部を対象として～（査読付）

バレーボールのゲーム分析～2009東海大学リーグを対象として～（査読付）

スポーツ競技者の自己信頼度に関する尺度開発（査読付）

地域にふさわしい色彩設計
～川根本町の景観の印象評価に建造物の色彩が与える影響～（査読付）

バレーボールのローテーション評価
－2015東海大学バレーボールリーグを対象として－（査読付）

身長からみた幼児の接地足蹠画像の形態学的分析（査読付）

健康相談活動支援システムの開発を目指したVisual Analog Scaleによる主観
評価測定のための携帯端末向けソフトウェア開発（査読付）

景観の印象と地域にふさわしい色彩設計～川根本町を事例として～（査読付）

靴と下駄を履いた後の集中力に関する調査
～幼稚園児の「○×作業」を比較して～（査読付）

大学バレーボールにおける戦術に関する研究～サーブ効果率の検討～（査読付）

家庭婦人バレーボール選手における踵骨の音響的骨評価値（査読付）

Visual Analog Scale　および Likert Scale による主観評価分布の傾向に
ついて（査読付）

 Trend of the Subjective Evaluation Based on Visual Analog Scale
and Likert Scale
（Visual Analog Scale とLikert Scaleに基づく主観評価の傾向）（査読付）

Distribution Trend of the Information Skills for Students Based on
Visual Analog Scale and Likert Scale
（Visual Analog Scale と Likert Scaleに基づく学生の情報スキルの分布
傾向）（査読付）

藤枝駅北商店街の色彩調査と考案～地域活性化のためのコンセプト策定の提案と
その表現の手段としての色彩を考える～（査読付）

大学生の体験活動の現状と課題（査読付）

商店街の活性化と景観について一考察～地域の特性と色彩設計～（査読付）

靴と下駄を履いた前後の集中力の相違に関する基礎的研究
－「百ます計算」の平均値を比較して－（査読付）

大学生を対象とした抑うつ予防プログラム－文献レビュー－（査読付）

大学バレーボールにおける戦術に関する研究
－ルール改正に伴うレセプション成功率の比較－（査読付）

景観の印象評価と地域にふさわしい色彩設計（査読付）

学校教育環境における健康相談 活動支援システム開発に関する基礎的研究の
展望と具体的展開について（査読付）

幼児の足趾の状態（査読付）

快画像および不快画像の対比提示における生体信号と主観評価について（査読付）

1/f ゆらぎを持つとみなせる楽曲および環境音聴取時の脈波解析と Visual
Analog Scale による主観評価（査読付）

大学女子バレーボール選手における跳躍高および等速性膝関節筋力の関係
（査読付）
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43 平成29年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第19号

44 平成29年3月
『日本女子体育大学スポーツトレーニングセン
ター紀要』Vol.20

45 平成29年3月 『靴の医学』Vol.30 No.2

46 平成29年3月 『バレーボール研究』Vol.19 No.1

47 平成29年10月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第2巻第1号

48 平成29年10月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第2巻第1号

49 平成29年10月
バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌
Vol.19 №2

50 平成29年11月
若石健康法　2017年「一家に一人、若製健
康普及指導しをつくろう」日本若石マスターズ
の集い　記念誌

51 平成30年3月 『松蔭大学看護学部紀要』第3号

52 平成31年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第21号

53 平成31年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第21号

54 令和2年1月 『母性衛生』Vol.60 No.4

55 令和2年1月
『Journal of the Institute of
Industrial Applications Engineers』
Vol.8 No.1

56 令和2年2月
『常葉大学健康プロデューズ学部雑誌』
第14巻第1号

57 令和2年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第22号

58 令和2年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第22号

59 令和2年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第22号

60 令和3年3月 『静岡産業大学情報学部研究紀要』第23号

1 平成13年9月
日本体育学会第52回大会
（於北海道大学）

2 平成25年3月
日本発育発達学会第11回大会
（於静岡産業大学）

3 平成25年6月
第25回日本体力医学会北陸地方会大会
（於金沢大学）

4 平成25年8月
日本体育学会第64回大会
（於立命館大学）

5 平成25年9月
日本教育工学会第29回全国大会
（於秋田大学）

6 平成25年9月
日本靴医学会第27回学術集会
（於慶應義塾大学）

7 平成25年9月
日本体力医学会第68回大会
（於日本教育会館、学術総合センター：東京）

8 平成25年10月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会
第26回年次大会（於北海学園大学）

9 平成25年10月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会
第26回年次大会（於北海学園大学）

10 平成26年2月
日本バレーボール学会第19回大会
（於鹿屋体育大学）

11 平成26年2月
日本バレーボール学会第19回大会
（於鹿屋体育大学）

世界トップレベル選手のレセプションおよびディグに使用する技術：
オーバーハンドの技術に着目して（査読付）

バレーボールのローテーション評価
－2017東海大学バレーボールリーグを対象として－（査読付）

Expression of Subjective Evaluation for the Participation Attitude
to the Internet of Male College Students Based on Visual Analog
Scale(Visual Analog Scaleに基づく男子学生のインターネット利用態度につ
いての主観評価の表現)（査読付）

幼児の足ゆび運動前後の接地足蹠の比較
－足部の角度とα角度の視点を当てて－

幼児～小学生の接地足蹠画像の形態学的分析

靴保育と下駄保育をしている幼児の足趾の状態（第1報）（査読付）

9人制女子バレーボールにおける戦術に関する研究
－サーブ効果率の検討－（査読付）

身長からみた幼児の土踏まず形成と形態学的比較
－接地足蹠画像の分析－（査読付）

バレーボールコート内の既知点を用いた3次元座標空間の再構築方法の精度と
その特徴（査読付）

大学女子バレーボール選手における傷病歴
－受傷時期に注目した静岡県の事例－

大学女子バレーボール選手における跳躍高および等速性膝関節筋力

大学バレーボールにおける戦術に関する研究
－ルール改正に伴うレセプション成功率の比較－

学生の情報スキル主観評価に対する Visual Analog Scaleの応用
（2010年～2013年における経年測定）

幼児の接地足蹠画像の形態学的分析

成人女性の足趾の状態と健康との関連－外反母趾と健康との関係－（査読付）

幼児を持つ保護者の靴の購入状況－靴教育受講の有無による比較－（査読付）

学会発表

Visual Analog Scaleによる楽曲の印象についての主観評価測定および
クラスター分析（査読付）

幼児の土踏まず形成の形態学的分析

快画像および不快画像の対比提示における生体信号変化について

スポーツ選手の健康管理に関する研究
－S県選手10年間の健康診断・調査推移から－

幼児の土踏まず形成の形態学的分析

女子大学生の月経随伴症状の程度と対処行動の関連（査読付）

女子大学生の受けてきた月経教育とそれに対する要望
～とくに月経随伴症状に関して～（査読付）

我が国における認知症高齢者の介護者支援の現状と課題（査読付）

2015 FIVB ワールドカップ浜松大会における世界一流男子バレーボール選手の
スパイク動作（査読付）

幼稚園教諭と保育士の外反母趾の比較

年長児10ヶ月間の身長と足長・足幅に関する基礎的研究（第1報）（査読付）

1/f ゆらぎを持つ楽曲および環境音聴取時の脈波解析と Visual Analog Scale
による主観評価

バレーボールにおけるタイムアウトの有効性について
－タイムアウト要求前後のゲーム展開の比較－（査読付）
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12 平成26年3月
電子情報通信学会第19回東京支部学生会
（於東海大学高輪キャンパス）

13 平成26年3月
電子情報通信学会第19回東京支部学生会
（於東海大学高輪キャンパス）

14 平成26年3月
電子情報通信学会第19回東京支部学生会
（於東海大学高輪キャンパス）

15 平成26年3月
電子情報通信学会第19回東京支部学生会
（於東海大学高輪キャンパス）

16 平成26年8月
日本体育学会第65回大会
（於岩手大学）

17 平成26年9月
第52回全国大学保健管理研究集会
（於慶應義塾大学三田キャンパス）

18 平成26年11月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会
第27回年次大会（於昭和大学）

19 平成26年11月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会
第27回年次大会（於東京昭和大学）

20 平成26年11月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会
第27回年次大会（於東京昭和大学）

21 平成27年3月
電子情報通信学会東京支部学生会第20回
研究発表会（於明治大学駿河台キャンパス）

22 平成27年3月
電子情報通信学会東京支部学生会第20回
研究発表会（於明治大学駿河台キャンパス）

23 平成27年3月
電子情報通信学会東京支部学生会第20回
研究発表会（於明治大学駿河台キャンパス）

24 平成27年3月
日本バレーボール学会第20回記念大会
（於早稲田大学）

25 平成27年3月
日本バレーボール学会第20回記念大会
（於早稲田大学）

26 平成27年3月
日本発育発達学会第13回大会
（於日本大学）

27 平成27年3月
日本発育発達学会第13回大会
（於日本大学）

28 平成27年8月
日本体育学会第66回大会
（於国士舘大学）

29 平成27年8月
日本体育学会第66回大会
（於国士舘大学）

30 平成27年8月

Proceedings of 10th International
Conference on Innovative
Computing, Information and Control
Dalian, China
（於中国：Dalian Bohai Pearl Hotel）

31 平成27年9月
日本体力医学会第70回大会
（於和歌山県民文化会館）

32 平成27年10月
日本母性衛生学会第56回大会
（於盛岡市民文化ホール）

33 平成27年11月
日本靴医学会第29回学術集会
（於ウインクあいち：愛知県産業労働センター）

34 平成27年11月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会
第28回年次大会
（於東海大学熊本キャンパス）

35 平成27年11月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会
第28回年次大会
（於東海大学 熊本キャンパス）

36 平成28年3月
日本発育発達学会第14回大会
（於神戸大学）

37 平成28年3月
日本発育発達学会第14回大会
（於神戸大学）

38 平成28年3月
日本バレーボー学会第21回大会
（於明治学院大学）

39 平成28年8月
日本体育学会第67回大会
（於大阪体育大学）

40 平成28年9月
日本靴医学会第30回学術集会
（於メルパルク京都）

41 平成28年11月
バイオメディカル・ファジイ・システム学会
第29回年次大会（於高知工科大学）

健康相談支援活動に対するコミュニケーションロボット導入の試み

人の生体信号から情動を測定するための装置開発

快音および不快音の対比聴取における生体信号変化と主観評価について

快画像および不快画像の対比提示における生体信号変化と主観評価について

ゆらぎパルス音が人の心理に与える影響について

大学バレーボールにおける戦術に関する研究－サーブの種類とその比較－

Trend of the Subjective Evaluation Based on Visual Analog Scale
and Likert Scale
（Visual Analog Scale とLikert Scaleに基づく主観評価の傾向）

幼児を持つ保護者の靴の購入状況

身長からみた幼児の土踏まず形成－接地足蹠画面の分析－

看護学生の妊娠糖尿病と食生活に関する意識調査

身長からみた幼児の土踏まず形成と形態学的比較
－接地足蹠画面の分析－

健康相談活動支援システムへの応用を目指した主観評価測定アプリの開発

快・不快刺激における主観評価と生体信号変化の多変量統計解析

Visual Analog Scale および Likert Scale による主観評価分布の傾向に
ついて

Development of Visual Analog Scale Applications and its Future
Plans（Visual Analog Scaleアプリケーションの開発とその将来展望）

快・不快刺激の対比提示における生体信号変化と主観評価の傾向分析について

情動測定のための脈波計の開発

情動計測のための動的簡易脳波計の開発

バレーボールコートにおける特徴点を利用した3次元動作解析
～一般男子大学生のスパイク動作について～

クラブ男子バレーボール選手における傷害と疼痛
～平成26年度全日本6人制クラブカップ男子選手権大会について～

生後月数から見た幼児の土踏まず形成
－接地足遮面積のα角と内足線から土踏まずまでの距離の分析－

生後月数から見た幼児の土踏まず形成趾
－接地足遮画像の趾の分析－

大学女子バレーボールにおける得点獲得パターンについて

女子バレーボール選手における音響的骨評価値
－大学選手と家庭婦人選手について－

情報スキル主観評価へのVisual Analog Scaleの応用

1/f ゆらぎ音聴取時の加速度脈波解析および Visual Analog Scale による 1/f
ゆらぎ音についての主観評価

靴・靴と下駄・草履を履いている幼児の足の発達の比較検討

生後月数による幼児の足趾の状態

バレーボールコート内の既知点を用いた3次元座標空間の再構築方法の精度と
その特徴

9人制女子バレーボールにおける戦術に関する研究
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42 平成29年8月
日本体育学会第68回大会
（於静岡大学）

43 平成30年10月
日本母性衛生学会第59回大会
（於朱鷺メッセ　新潟コンベンションセンター）

44 平成31年3月
日本バレーボー学会第24回研究大会
（於山梨学院大学）

45 平成31年3月
日本バレーボー学会第24回研究大会
（於山梨学院大学）

46 令和元年11月
日本靴医学会第33回学術集会
（於東京女子医科大学）

47 令和2年3月
日本バレーボール学会第25回大会
（Ｗｅｂ発表）

48 令和2年3月
日本発育発達学会第18回大会
（Web発表）

49
令和2年9月～
令和2年10月

第34回日本靴医学会学術集会
（Web発表）

50 令和2年9月 第75回体力医学会（Web発表）

1 平成29年2月
Volley chronicle
バレーボール年代記　　コラム

1 平成29年10月
NEWS LETTER
静岡産業大学スポーツ研究所広報誌

2 平成29年12月
ＮEWS LETTER
静岡産業大学スポーツ研究所広報誌

1 平成24年1月 静岡産業大学

2 平成26年11月 バイオメディカル・ファジィ・システム学会

1 平成7年5月 静岡県スポーツ少年団

2 平成7年9月 福田町教育委員会

3
平成7年10月
平成8年10月

富士宮市

4 平成7年12月 菊川町教育委員会

5 平成8年5月 静岡県青少年赤十字

6 平成8年11月 豊田町

7 平成16年8月 日本体育協会

8
平成19年度～

令和２年度
日本体育協会

9
平成19年度～

現在に至る
藤枝市スポーツ振興課

10 平成25年8月 日本体育協会

11 平成27年8月
静岡県のバレーボール指導者の資格更新
プログラム

12
平成29年8月
平成30年8月

静岡大学

13
平成29年10月
平成30年10月

藤枝市体育協会

14 平成30年7月 日本スポーツ協会

15 平成30年8月 日本スポーツ協会

第36回静岡県青少年赤十字大会　レクリエーションインストラクター

豊田町公開講座　講師

地域スポーツ指導者C級（バレーボール競技）　講師

日本体育協会スポーツ指導者（バレーボール競技）　講師

教員免許状更新講習会　講師

日本スポーツ協会公認上級指導員養成講習会講師（バレーボール競技）

日本スポーツ協会公認指導員養成講習会講師（バレーボール競技）

NPO法人藤枝市体育協会　競技力向上講習会　講師

スポーツ＆健康フェスタinふじえだ　「足裏健康コーナー」担当

静岡産業大学　ベストティーチャー賞

バイオメディカル・ファジィ・システム学会　最優秀論文賞

看護大学生と一般大学生の月経痛と対処行動の比較

タイムアウトは相手チームのブレイクを阻止する有効な手段か

受賞

幼稚園児の身長の成長度と足長・足幅成長度の比較

タイムアウト取得に関する指導者の意識調査～静岡県と山梨県において～

9人制バレーボールは「速い」「強い」「巧い」

健康相談活動支援システムの開発

サイドアウトとブレイク～バレーボールは確率のスポーツ～

全国中学生バレーボール指導者研修会　講師

静岡県バレーボール指導者研修会　講師

コラム

広報誌

依頼講演等

静岡県スポーツ少年団認定員養成講習会　講師

「なんでも体験セミナー」　講師

健康保健まつり　講師

「菊川町スポーツ短大」　講師

 園児の土踏まず形成の形態学的分析（第2報）

年少児から卒園児の身長差群による足長と足幅の関係

大学女子バレーボールにおけるレセプションフォーメーションに関する研究

タイムアウト要求前後の得点経過の比較

年少児から年中児の身長と身長差、足長と足幅との関連
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1 平成4年4月

2 平成5年4月

3 平成7年4月

4 平成7年4月

5 平成7年4月

6 平成7年4月

7 平成7年4月

8 平成9年4月

9 平成11年4月

10 平成11年4月

11 平成11年4月

12 平成12年4月

13 平成16年4月

14 平成17年4月

15 平成18年4月

16 平成18年4月

17 平成19年4月

18 平成19年4月

19 平成20年4月

20 平成21年4月

21 平成29年6月

22 平成30年4月

23 平成30年9月

24 平成30年11月

25 平成31年4月

26 令和元年9月

27 令和2年2月

静岡県大学バレーボール連盟副理事長（現在に至る）

藤枝市スポーツ振興審議会委員（平成30年3月まで）

国民体育大会静岡選抜監督（バレーボール成年9人制男子）(平成21年3月まで)

静岡県地域スポーツ指導者連絡協議会理事（平成30年3月まで）

静岡県バレーボール協会副理事（現在に至る）

藤枝市スポーツ推進審議会委員（現在に至る）

静岡県バレーボール協会競技委員（平成30年11月17日・18日）（平成31年3月9日・10日）

静岡県バレーボール協会2018女子バレーボール世界選手権浜松大会コート主任（平成30年10月まで）

藤枝市バレーボール協会顧問（現在に至る）

日本バレーボール協会ハイパフォーマンス事業本部バイオメカニクスユニット（令和元年9月14日～9月19日）

静岡県バレーボール協会2019－2020 V.LEAGUE Division 1 MEN 静岡大会大会競技委員長（令和2年2月1日・2日）

静岡県バレーボール協会大学部担当委員（平成11年3月まで）

静岡県バレーボール協会一般部競技委員（平成11年3月まで）

静岡県バレーボール協会大学部副部長（現在に至る）

静岡県バレーボール協会理事（平成29年5月まで）

静岡県中部バレーボール協会常任理事・指導普及委員長（現在に至る）

静岡県バレーボール協会大学部主事（平成21年3月まで）

静岡県クラブバレーボール連盟強化委員長（平成21年3月まで）

静岡県クラブバレーボール連盟競技委員会主事（平成21年3月まで）

静岡国体強化コーチ（成年9人制男子）（平成15年3月まで）

静岡県大学バレーボール連盟事務局長（平成21年3月まで）

静岡県バレーボール協会指導普及委員会副委員長（現在に至る）

静岡県バレーボール協会競技委員会常任理事（平成21年3月まで）

静岡県バレーボール協会国体強化委員（平成21年3月まで）

東海大学バレーボール連盟理事（現在に至る）

東海クラブバレーボール連盟理事（平成21年3月まで）

静岡県中部バレーボール協会一般部副部長（平成21年3月まで）

その他（社会活動等）
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1 平成15年3月

2 平成18年1月

3 平成19年9月

4 平成21年8月

5 平成21年9月

6 平成24年8月

7 平成28年2月

財団法人　日本体育協会　上級コーチ（バレーボール）　（現　JSPO　公益財団法人　日本スポーツ協会　コーチⅣ）

FIVB　国際バレーボール連盟　公認コーチ（レベルⅠ）

SIA　公益社団法人 日本プロスキー教師協会　スノーボード技術検定　セミゴールド

その他（資格）

財団法人　日本体育協会　地域スポーツ指導者C級（バレーボール）　（現　JSPO　公益社団法人　日本スポーツ協会　コーチⅠ）

SIA　公益社団法人 日本プロスキー教師協会　スノーボードバッジテスト1級

財団法人　日本体育協会　コーチ（バレーボール）　（現　JSPO　公益社団法人　日本スポーツ協会　コーチⅢ）

JVA　公益財団法人　日本バレーボール協会　公認講師
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