
2018。4，21

セーフティーアシスタントについて

認定（受講）要件
“有効期間内に日本協会が認めた対象講習会を受講し

有効なSA認定証を取得するものとする。

“有効期限内に対象講習会を受講し、認定証を取得した

場合は最新の認定証の有効期限を有効期間とする。
置15歳以上（中学生以下は不可）
“ラグビー競技を理解しSA職務を行える身体であること。

“切替，移行に関し有効期限が切れる翌年度の8月末日

まで切替“移行猶予期限を設ける。※

有効期限は発行年度含め4ケ年度
＋5ケ月（翌年度8月31日まで）とする。

（例）
《2012年度発行認定証（2015年度有効期限が切れる方）⇒2016年8月31日まで有効》

平成26年 平成30年

2014年度発行認定証（2017年度有効期限が切れる方）⇒2018年8月31日まで有効

2015年度発行認定証（2018年度有効期限が切れる方）⇒2019年8月31日まで有効

2016年度発行認定証（2019年度有効期限が切れる方）⇒2020年8月31日まで有効

2017年度発行認定証（2020年度有効期限が切れる方）⇒2021年8月31日まで有効

平成30年 平成34年

2018年度発行認定証（2021年度有効期限が切れる方）⇒2022年8月31日まで有効

認定講習会終了後，登録認定番号（認定証）を交付します。認定譜表 
面「氏名」を記入し，顔写真欄に（縦3cmX横2cm）直近の写真を貼っ 
てください。 

以上



平成30年4月21日

平成30年度（2018）セーフティアシスタント認定講習会出席者名簿

セーフティアシスタントとしての有資格期限

平成34年　8月31日迄　有効
認定番号 �氏名 � 

AKT－18　1 �黒澤　浩幸 �潟上IRIS 

AKT－18　2 �鈴木　努 �潟上IRIS 

AKT－18　3 �田村　哲也 �大館少年ラグビースクールスポ少 

AKT－18　4 �夏井　秀樹 �秋田市エコー少年ラグビークラブ 

AKT－18　5 �相原　博元 �飯田川ラグビースクール中等部 

AKT－18　6 �佐藤栄幸 �秋田高校 

AKT－18　7 �奥村　啓吾 �パワーズクラブ 

AKT－18　8 �長谷川　孝 �ニッカンクラブ 

AKT－18　9 �諸井　匠 �秋田南高校 

AKT－1810 �佐々木　尚仁 �秋田北中学校 

AKT－1811 �佐藤　和行 �能代工業高校 

AKT－1812 �進藤　弘雅 �秋田大学・ノースアジア大学 

AKT－1813 �櫻庭幸平 �JR東日本秋田支社 

AKT－1814 �村井　成人 �金足西少年ラグビースクール 

AKT－1815 �松井　康輔 �八郎潟クラブ 

AKT－1816 �小野聡悦 �金足農業高校 

AKT－1817 �石川　隆志 �秋田エR　OB 

AKT－1818 �小野寺　純也 �秋田市エコーラグビークラブ 

AKT－1819 �登藤　一三 �船川第一小学校ラグビークラブ 

19名参加

於：秋田県スポーツ科学センター

安全対策：大友治／メディカル：曽根純之／選手強化：新出康史（秋田県協会）



平成29年4月15日

平成29年度（2017）セーフティアシスタント認定講習会出席者名簿

セーフティアシスタントとしての有資格期限

平成33年　8月31日蓮　有効
認定番号 �氏名 � 

AKT－17　1 �澤田石　栄孝 �八郎潟クラブ 

AKT－17　2 �伊藤　光司 �釜石クラブ 

AKT－17　3 �鎌田　尚 �秋田エコー少年RC 

AKT－17　4 �泉　正人 �潟上IRIS 

AKT－17　5 �仲澤　正人 �大館凪鳴高校 

AKT－17　6 �宮崎　満 �飯島ラグビースクール 

AKT－17　7 �樋渡　拓也 �大館桂桜高校 

AKT－17　8 �小林　珪 �秋田大学 

AKT－17　9 �磯田　干満 �秋田大学 

AKT－1710 �長谷川　葵 �秋田大学 

AKT－1711 �工藤　卓 �秋田ニッカンクラブ 

AKT－1712 �櫻田　佳吾 �ノースアジア大学 

AKT－1713 �榎田　剛志 �国際教養大学ラグビー部 

AKT－1714 �ウエストブルッフ　ジョシュ �国際教養大学ラグビー部 

AKT－1715 �植村　快 �秋田南高校 

AKT－1716 �池田　雅之 �秋田中央高校 

AKT－1717 �武田　隼人 �将軍野中学校 

AKT－1718 �加藤　健太 �ウオーターブレイクス 

AKT－1719 �金城裕之 �ウオーターブレイクス 

AKT－17　20 �登藤　愛子 �船川第一小学校ラグビークラブ 

AKT－17　21 �安藤　恵梨子 �船川第一小学校ラグビークラブ 

AKT－1722 �高桑　昇 �脇本おいはなラグビースクール 

AKT－1723 �金子　雄太 �秋田ピ工レスR．F．C． 

AKT－17　24 �高橋　徹 �飯田川ラグビースクール中等部 

AKT－1725 �瀬下　里崇 �秋田大学医学部ラグビー部 

25名参加

於：秋田県スポーツ科学センター

メディカル講師：曽根　氏（秋田県協会）
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平成28年4月9日

平成28年度（2016）セーフティアシスタント認定講習会出席者名簿

セーフティアシスタントとしての有資格期限

平成32年　8月31日蓮　有効
認定番号 �氏名 �所属チーム �アンドウシュウ ミウラモトキ 肋モリヒトシ サトウ千明シ クロギアキト 二ムラセイシ カトウ帥シ 

AKT－16　1 �安藤　秀 �秋田ピ工レスR．F．C 

AKT－16　2 �三浦　元気 �脇本おいはなRS 

AKT－16　3 �高森　均 �飯島ラグビースクール 

AKT－16　4 �佐藤　綻芳 �パワーズ 

AKT－16　5 �黒木　暁人 �秋田高専 

AKT－16　6 �仁村　誠司 � 

AKT－16　7 �加藤　宏 �八郎潟クラブ 

AKT－16　8 �池田　雅之 �秋田中央高校 �イケゲマサユキ トドウアイ］ 

AKT－16　9 �登藤　愛子 �船川第一小学校ラグピースポーい 

AKT－1610 �石木田　穀志 �大館桂桜高校 �イシキゲツヨシ サトウマサユキ 

AKT－1611 �佐藤　正之 �大潟村ラグビースポーツ少年団 

AKT－1612 �安藤　恵梨子 �船川第一小学校 �アント‘り　エリコ 

AKT－1613 �軍営　和幸 �秋田工業高校 �クサカイカがユキ ナイトウシンパイ カトウミツヒト サイトウトをヤ フルキミキオ アンドゥヒル アカシワ妨 イチ／酉］リ アン八°イ舛トを ナツイ肪ヤ ササキシソヤ ササギアヤ モンマシンイチ ナ肋‘ヮヒロシ テゲ∴マサユキ 加セマサヒサ トシマ］シオ タ十九千エツ7ェんナント カキタツトム 

AKT－1614 �内藤　慎平 �秋田工業高校 

AKT－1615 �加藤　光仁 �金足西少年ラグビースクール 

AKT－1616 �斉藤　智也 �出戸浜ラグビースポーツ少年団 

AKT－1617 �古木　三規夫 �男鹿東中学校 

AKT－1618 �安藤　陽 �男鹿南中学校 

AKT－1619 �明石　渉 �大館風鳴高校 

AKT－16　20 �一ノ関　衷 �パワーズクラブ 

AKT－16　21 �安倍　武奉 �秋田不惑ラグビークラブ● 

AKT－16　22 �夏井　花彩 �プレアデス 

AKT－16　23 �佐々木　信也 �秋田北中学校 

AKT－16　24 �佐々木　彩 �プレアデス 

AKT－1625 �門間　慎一 �飯田川ラグビースクール 

AKT－16　26 �中川　宏 �ニッカンクラブ 

AKT－16　27 �千田　雅行 �JR秋田 

AKT－16　28 �川瀬　正久 �秋田市エコー少年RC 

AKT－1629 �戸島　義夫 �秋田中央高校 

AKT－1630 �田中喜悦フ工ルナント �国際教養大学ラグビー部 

AKT－1631 �楠田　努 �パワーズクラブ 

31名参加

於：秋田県スポーツ科学センター

メディカル講師：秋山　氏（秋田県協会）
は翌年度以降更新されている方



平成27年4月18日

平成27年度（2015）セーフティアシスタント認定講習会出席者名簿

セーフティアシスタントとしての有資格期限

平成31年　8月31日蓮　有効
認定番号 �氏名 �所属チーム �幼ハシソユン カキずキマサト マキ／ヒロシ フルキマサ］シ 外‘ウケンコ‘ ドイトシヒコ 

AKT－15　1 �高橋　淳 �高清水ラグビースポーツ少年団 

AKT－15　2 �柿崎　正人 �男鹿南中学校 

AKT－15　3 �牧野　洋 �秋田NB 

AKT－15　4 �古木　将喜 �秋田高校 

AKT－15　5 �工藤　健悟 �秋田ニッカンRFC 

AKT－15　6 �土肥　敏彦 �飯田川ラグビースクール中等部 

AKT－15　7 �安藤　秀 �秋田ピ工レスR．F，C �アンドウ　シュウ 

AKT－15　8 �畠山　雄 �能代工業高校 �ハタケヤマユウ 十がタ］シアキ シンチタ外 ササキトオル ir加リュウへイ クサカイカズユキ サトウチュウジ ュンドゥケンエツ イワマカオヤ オオシがマサ肋 サトウゲイ イトウマコト 材トモオサム 

AKT－15　9 �永田　巻頭 �国際教養大学ラグビー部 

AKT－1510 �新出　卓斗 �秋田NB 

AKT－1511 �佐々木　徹 �秋田市エコー少年RC 

AKT－1512 �淀川　吾平 �JR東日本秋田支社 

AKT－1513 �草皆　和幸 �秋田工業高校 

AKT－1514 �佐藤　忠治 �秋田エコー少年RS 

AKT－1515 �近藤　健悦 �秋田工業高校 

AKT－1516 �岩間　一也 �パワーズクラブ 

AKT－1517 �大志賀　雅孝 �シナジレックス 

AKT－1518 �佐藤　大 �将軍野中 

AKT－1519 �伊藤　誠 �ウオーターブレイクス 

AKT－15　20 �大友　治 �シナジレックス 

20名参加

於：秋田市寺内　ユースパル

メディカル講師：曽根純之　氏（横手市／曽根医院長）



平成26年4月19日

平成26年度（2014）セーフティアシスタント認定講習会出席者名簿

セーフティアシスタントとしての有資格期限

平成30年　8月31日蓮　有効
認定番号 �氏名 �所属チーム �オ／テラ　ヤスシ 

AKT－14　1 �小野寺　康 �秋田中央高校 

AKT－14　2 �戸島　義夫 �秋田中央高校 �トシマ］シオ 

AKT－14　3 �小滝　侵平 �秋田大学医学部ラグビー部 �ユタキ　ユウヘイ 

AKT－14　4 �相原　博元 �秋田市エコー少年ラグビークラブ �アイハラ　ヒ日干ト 

AKT－14　5 �国分　元気 �パワーズクラブ �コクデンケンキ 

AKT－14　6 �佐藤　栄華 �秋田高校 �サトウ肋ユキ コントウケン聾 

AKT－14　7 �近藤　億悦 �秋田工業高校 

AKT－14　8 �関谷　洋之 �金足農業高校 �セキヤヒロユキ エノキタケ アパユウタ 

AKT－14　9 �榎卓 �秋田市エコー少年ラグビークラブ 

AKT－1410 �阿部親犬 �AIOラグビー部 

AKT－1411 �奥村　啓吾 �パワーズクラブ �オウムラ　ケイコ‘ 

AKT－1412 �三浦　雄太朗 �秋田ピ工レスR．F．C �ミウラユウ如ウ オがワトモキ ヤマゲミサキ 

AKT－1413 �小川　知樹 �秋田NB 

AKT－1414 �山田　美作樹 �秋田市エコー少年ラグビークラブ‘ 

AKT－1415 �夏井　秀樹 �秋田市エコー少年ラグビークラブ �ナツイ　ヒデキ 

AKT－1416 �鈴木　浩一郎 �天王南中学校 �スズキコウイチロウ 

AKT－1417 �安諌　秀 �秋田ピ工レスR．F．C �アンドウ　シュウ 

AKT－1418 �戸巻　孝一 �秋田市エコー少年ラグビークラブ �トマキヨウイチ スがユウスケ ッチゲ∴ylンコ 

AKT－1419 �菅　佑輔 �秋田ピ工MR．F．C 

AKT－14　20 �土田　純子 �秋田ピ工レスR．F．C 

17名参加

i　∴＼i iは翌年度以降更新されている方

於：秋田市営　八橋球技場

メディカル講師：曽根純之　氏（横手市／曽根医院長）



有効期限
ME：メディカルサポーター　　　　　3年間

SA：セーフティアシスタント　　　　4年間

平成23年3月10日依頼「メディカルサポーター手帳」「認定証」の改訂と送付について
“更新講習の廃止【2008年（平成20年）以降に受講したものは期限なしにする。（永久保持者になった）】
・チームに1名以上のメディカルサポーター配置の義務付け
“受講資格の年齢を15歳以上としたく高校生の受話可）

平成24年3月26日通達セーフティアシスタントについて（メディカルサポーターから名称変更）
現在保持者（平成20年以降の受講者）は　平成28年3月31日まで有効資格者とする。

有効期限について（詳細）
4年間　→

受講年度　　　　　　　有効期限
H20FY　　　2008　　　　　　H28，3．31 �H28．8．31 

H21FY　　　2009　　　　　　H28．3．31 

H22FY　　　2010　　　　　　H28．3．31 

H23FY　　　2011　　　　　　H28．3．31 

H24FY　　　2012 

H25FY　　　2013 �H29．8．31 

H26FY　　　2014 �H30．8．31 

H27FY　　　2015 �H31．8．31 

H28FY　　　2016 �H32．8．31 

に閲し，翌年度8月31日まで

日まで）とする。
切替“移行猶予期間を設け有効なものとする。
発行年度含め4ケ年度＋5ケ月（翌年度8月31

H29／1の関東協会講習会で4年間の開始月日が明確にされました．（発行年度の4／1が

有効期限は4年間。

期限に余裕を持って受講してください！

受 講 年 度 ／ 期 限 �2013（H25年度） �2014（H26年度） �2015（H27年度） �2016（H28年度） �2017（H29年度） �2018（H30年度） �2019（H31年度） �2020（H32年度） 

25年度受請書：1年目 �2年目 �3年目 �4年日 �8／31で期限が切れた。 � � � 

26年度受講者：1年目 �2年目 �3年目 �4年目 �／31で期限が切れます � � 

27年度受講者：1年目 �2年目 �3年目 �4年目 �8／31で期限切れ � 

28年度受講者：1年目 �2年目 �3年自 �4年目 �8／31で期限切れ 

29年度受講者：1年目 �2年目 �3年目 �4年目 

横－→に見てください ������30年度受講者：1年目 �2年目 �3年目 31年度受講者：1年目 �2年目 


