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監督
鈴木  貴美一
（すずき��きみかず）　男
①昭和34年9月26日（47歳）
②東京都　③秋田県立能代工
業高等学校→法政大学　④ア
イシン精機㈱

コーチ
田中  輝明
（たなか��てるあき）　男
①昭和43年7月16日（38歳）
②福岡県　③福岡大学附属大
濠高校→日本大学　④㈱東芝���
⑥バスケットボール指導員

トレーナー
今井  丈
（いまい��たけし）　男
①昭和36年12月17日（44歳）
②福島県　③福島県立福島北
高等学校→国際医療福祉大学
→国際医療福祉大学大学院
④㈶同友会藤沢湘南台病院　
⑥アスレティックトレーナー

総務
宮﨑  祐次
（みやざき��ゆうじ）　男
①昭和50年9月24日（31歳）
②長崎県　③長崎県立長崎南
高校→筑波大学　④アイシン
精機㈱

選手
マッカーサー・エリック
（マッカーサー・エリック）　男
①昭和43年8月23日（38歳）
②アメリカ��③SO,�PASADENA�
JUNIOR�HIGH�SCHOOL→SO,�
PASADENA�HIGH�SCHOOL→
カリフォルニア大学　④アイ
シン精機㈱

選手
折茂  武彦
（おりも��たけひこ）　男
①昭和45年5月14日（36歳）
②東京都　③上尾上平中学校
→埼玉栄高校→日本大学
④トヨタ自動車㈱

選手
佐古  賢一
（さこ��けんいち）　男
①昭和45年7月17日（36歳）
②神奈川県　③汲沢中学校→
北陸高校→中央大学　④アイ
シン精機㈱

選手
大野  篤史
（おおの��あつし）　男
①昭和52年8月12日（29歳）
②石川県　③布水中学校→愛
知工業大学名電高校→日本体
育大学　④三菱電機㈱

選手
渡邉  拓馬
（わたなべ��たくま）　男
①昭和53年10月7日（28歳）
②福島県　③蓮萊中学校→福
島工業高校→拓殖大学　④ト
ヨタ自動車㈱

選手
青野  文彦
（あおの��ふみひこ）　男
①昭和53年10月20日（28歳）
②愛媛県　③小松中学校→松
山城南高校→青山学院大学　
④松下電器産業㈱

選手
伊藤  俊亮
（いとう��しゅんすけ）　男
①昭和54年6月27日（27歳）
②京都府　③座間市立西中学
校→神奈川県立大和高校→中
央大学　④㈱東芝

選手
網野  友雄
（あみの��ともお）　男
①昭和55年9月25日（26歳）
②東京都　③あきる野市立西
中学校→東海大学菅生高校→
日本大学　④アイシン精機㈱
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選手
柏木  真介
（かしわぎ��しんすけ）　男
①昭和56年12月22日（24歳）
②北海道　③帯広第一中学校
→東海大学付属第四高等学校
→中央大学　④アイシン精機
㈱

選手
桜井  良太
（さくらい��りょうた）　男
①昭和58年3月13日（23歳）
②三重県　③長島中学校→四
日市工業高校→愛知学泉大学���
④トヨタ自動車㈱

選手
竹内  公輔
（たけうち��こうすけ）　男
①昭和60年1月29日（21歳）
②大阪府　③佐井寺中学校→
洛南高校→慶應義塾大学（4
年）　④慶應義塾大学

選手
竹内  譲次
（たけうち��じょうじ）　男
①昭和60年1月29日（21歳）
②大阪府　③佐井寺中学校→
洛南高校→東海大学（4年）　
④東海大学
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BASKETBALL (Women)

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
女
子
】

監督
内海  知秀
（うつみ��ともひで）　男
①昭和33年12月7日（47歳）
②青森県　③秋田県立能代工
業高校→日本体育大学　④㈱
ジャパンエナジー　⑥バスケ
ットボールコーチ

コーチ
梅嵜  英毅
（うめざき��えいき）　男
①昭和39年4月24日（42歳）
②福岡県　③福岡大学附属大
濠高校→日本体育大学　④㈶
日本バスケットボール協会

トレーナー
中川  菜保
（なかがわ��なほ）　女
①昭和51年11月10日（30歳）
②東京都　③竹園高校→筑波
大学→筑波大学大学院　④㈲
ジェイ・ピー・フィットネス���
⑥アスレティックトレーナー

総務
成井  千夏
（なるい��ちなつ）　女
①昭和57年6月20日（24歳）
②宮崎県　③鶴鳴学園長崎女
子高校　④㈱ジャパンエナジ
ー

選手
磯山  絵美
（いそやま��えみ）　女
①昭和56年5月11日（25歳）
②千葉県　③船橋市立三山中
学校→市立船橋高校　④㈱日
立ハイテクノロジーズ

選手
諏訪  裕美
（すわ��ひろみ）　女
①昭和60年12月5日（20歳）
②大阪府　③友渕中学校→桜
花学園高校　④㈱ジャパンエ
ナジー

選手
森本  由樹
（もりもと��ゆき）　女
①昭和59年11月16日（22歳）
②東京都　③南菅中学校→県
立富岡高校　④㈱シャンソン
化粧品

選手
渡辺  由夏
（わたなべ��ゆうか）　女
①昭和56年5月7日（25歳）
②神奈川県　③大綱中学校→
桜花学園高校��④㈱シャンソ
ン化粧品

選手
榊原  紀子
（さかきばら��のりこ）　女
①昭和53年8月4日（28歳）
②静岡県　③高須中学校→甲
子園学院高校→愛知学泉大学���
④トヨタ自動車㈱

選手
中川  聴乃
（なかがわ��あきの）　女
①昭和62年4月26日（19歳）
②長崎県　③純心中学校→桜
花学園高校　④㈱シャンソン
化粧品

選手
内海  亮子
（うつみ��りょうこ）　女
①昭和60年9月26日（21歳）
②東京都　③緑陽中学校→桜
花学園高校　④㈱ジャパンエ
ナジー

選手
畑  恵里子
（はた��えりこ）　女
①昭和58年3月14日（23歳）
②福井県　③桜井中学校→県
立足羽高校　④富士通㈱
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選手
吉田  亜沙美
（よしだ��あさみ）　女
①昭和62年10月9日（19歳）
②東京都　③東京成徳中学校
→東京成徳大学高校　④㈱ジ
ャパンエナジー

選手
大神  雄子
（おおが��ゆうこ）　女
①昭和57年10月17日（24歳）
②山形県　③山形市立第一中
学校→桜花学園高校　④㈱ジ
ャパンエナジー

選手
山田  久美子
（やまだ��くみこ）　女
①昭和54年2月14日（27歳）
②福岡県　③天拝中学校→名
古屋短期大学付属高校　④㈱
ジャパンエナジー

選手
池田  麻美
（いけだ��あさみ）　女
①昭和56年5月1日（25歳）
②埼玉県　③桶川西中学校→
大宮東高校　④トヨタ自動車
㈱




