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ハンドボール【男子】
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選手
坪根  敏宏
（つぼね��としひろ）　男
①昭和48年6月4日（33歳）
②福岡県　③諏訪中学校→久
留米工業大学附属高校→福岡
大学　④湧永製薬㈱

選手
高木  尚
（たかぎ��たかし）　男
①昭和53年4月7日（28歳）
②福井県　③松陵中学校→北
陸高校→日本体育大学　④大
同特殊鋼㈱

選手
志水  孝行
（しみず��たかゆき）　男
①昭和58年8月27日（23歳）
②長崎県　③深堀中学校→瓊
浦高校→大阪体育大学　④湧
永製薬㈱

選手
松林  克明
（まつばやし��かつあき）　男
①昭和52年10月23日（29歳）
②大阪府　③大浜中学校→桃
山学院高校→日本体育大学　
④大同特殊鋼㈱

選手
豊田  賢治
（とよだ��けんじ）　男
①昭和54年12月24日（26歳）
②埼玉県　③春日部市立中野
中学校→浦和学院高校→国士
舘大学　④大崎電気工業㈱

選手
前田  誠一
（まえだ��せいいち）　男
①昭和54年5月3日（27歳）
②北海道　③本室蘭中学校→
浦和学院高校→日本体育大学���
④大崎電気工業㈱

選手
宮﨑  大輔
（みやざき��だいすけ）　男
①昭和56年6月6日（25歳）
②大分県　③明野中学校→大
分国際情報高校　④大崎電気
工業㈱

選手
中川  善雄
（なかがわ��よしお）　男
①昭和49年8月9日（32歳）
②熊本県　③三角中学校→九
州学院高校→中央大学　④大
崎電気工業㈱

チームリーダー
蒲生  晴明
（がもう��せいめい）　男
①昭和29年4月5日（52歳）
②東京都　③中央大学附属高
校→中央大学　④中部大学　
⑥ハンドボール上級コーチ

監督
Ivica Rimanic
（イヴィツァ��リマニッチ）　男
①昭和31年11月3日（50歳）
②クロアチア　③EWONOM�
SWA�SWOLA-RIOEWA→
ZAGREB�KINEZIOLOGY　
④㈶日本ハンドボール協会

コーチ
Nemes Roland
（ネメシュ��ローランド）　男
①昭和50年10月5日（31歳）
②ハンガリー　③VENDEGLA'�
TOIPARI�SZAKKOZEP�ISKOLA�
KESZTHELY→HONGARIAN�
UNIVERSITY�OF�PHISYCAL�
EDUCATION→筑波大学大学院
（1年）　④筑波大学大学院

トレーナー
赤尾  和彦
（あかお��かずひこ）　男
①昭和41年9月29日（40歳）
②東京都　③関西高校→日本
体育大学　④トレーナーズフ
ォーアスリートカンパニー　
⑥アスレティックトレーナー
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ハンドボール【男子】
HANDBALL (Men)
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選手
永島  英明
（ながしま��ひであき）　男
①昭和52年3月24日（29歳）
②大阪府　③東番里中学校→
此花学院高校→大阪体育大学���
④大崎電気工業㈱

選手
香川  将之
（かがわ��まさゆき）　男
①昭和55年12月19日（25歳）
②石川県　③野田中学校→金
沢市立工業高校→中部大学　
④トヨタ車体㈱

選手
猪妻  正活
（いづま��まさかつ）　男
①昭和56年6月12日（25歳）
②大阪府　③井高野中学校→
此花学院高校→早稲田大学　
④大崎電気工業㈱

選手
武田  亨
（たけだ��とおる）　男
①昭和57年9月17日（24歳）
②山形県　③東根市立第一中
学校→東根工業高校→国士舘
大学　④大同特殊鋼㈱

選手
富田  恭介
（とみた��きょうすけ）　男
①昭和58年11月11日（23歳）
②群馬県　③富岡中学校→富
岡高校→中部大学　④大同特
殊鋼㈱

選手
門山  哲也
（かどやま��てつや）　男
①昭和58年10月22日（23歳）
②埼玉県　③吉川市立南中学
校→市立浦和高校→日本大学���
④トヨタ車体㈱

選手
東  慶一
（ひがし��のりかず）　男
①昭和53年12月19日（27歳）
②山口県　③金沢市立泉中学
校→下松工業高校→大阪体育
大学　④湧永製薬㈱

選手
中畠  嘉之
（なかはた��よしゆき）　男
①昭和57年11月2日（24歳）
②山口県　③通津中学校→岩
国工業高校→福岡大学　④ト
ヨタ紡織九州㈱
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ハンドボール【女子】
HANDBALL (Women)
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選手
飛田  季実子
（ひだ��きみこ）　女
①昭和52年9月26日（29歳）
②大阪府　③楽佐野中学校→
大阪福島女子高校　④ソニー
セミコンダクタ九州㈱

選手
勝田  祥子
（かつだ��さちこ）　女
①昭和53年12月22日（27歳）
②熊本県　③出水中学校→熊
本国府高校→武庫川女子大学���
④オムロンリレーアンドデバ
イス㈱

選手
田中  麻美
（たなか��まみ）　女
①昭和53年1月5日（28歳）
②京都府　③月輪中学校→京
都府立洛北高校→大阪体育大
学　④ゴッピンゲン

選手
水野  恵子
（みずの��けいこ）　女
①昭和55年3月10日（26歳）
②熊本県　③鏡中学校→熊本
国府高等学校　④オムロンリ
レーアンドデバイス㈱

選手
大前  典子
（おおまえ��のりこ）　女
①昭和56年10月5日（25歳）
②大阪府　③住吉第一中学校
→四天王寺高校　④㈱イデオ

選手
小野澤  香理
（おのざわ��かおり）　女
①昭和54年7月25日（27歳）
②東京都　③文大杉並中学校
→文大杉並高校→国士舘大学���
④㈱北國銀行

選手
佐久川  ひとみ
（さくがわ��ひとみ）　女
①昭和52年7月21日（29歳）
②沖縄県　③浦添中学校→浦
添高校　④オムロンリレーア
ンドデバイス㈱

選手
小松  真理子
（こまつ��まりこ）　女
①昭和49年11月30日（32歳）
②石川県　③寺井中学校→小
松商業高校　④イェイダ

選手
田中  美音子
（たなか��みねこ）　女
①昭和50年1月14日（31歳）
②大阪府　③豊中市立第十中
学校→四天王寺高校　④ソニ
ーセミコンダクタ九州㈱

監督
BERT BOUWER
（ベルト��バウワー）　男
①昭和27年1月23日（54歳）
②オランダ　③LTS�School�
blon's　④Nlcoach

コーチ
藤本  元
（ふじもと��はじめ）　男
①昭和45年8月19日（36歳）
②大阪府　③東邦大学付属東
邦高校→筑波大学　④㈶日本
ハンドボール協会　⑥ハンド
ボール上級コーチ

トレーナー
倉田  忠司
（くらた��ただし）　男
①昭和42年2月20日（39歳）
②大阪府　③島上高校→明治
東洋医学院専門学校　④㈲ト
ータルヘルスコンディショニ
ング
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HANDBALL (Women)
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選手
山田  永子
（やまだ��えいこ）　女
①昭和54年1月3日（27歳）
②愛知県　③名古屋市立伊勢
山中学校→名古屋短期大学付
属高校（現�桜花学園）→筑波大
学→筑波大学大学院　④ベッ
ケラゲッツ

選手
金城  晶子
（きんじょう��あきこ）　女
①昭和53年4月19日（28歳）
②沖縄県　③那覇中学校→那
覇西高校→武庫川女子大学　
④フランクフルタ

選手
植垣  暁恵
（うえがき��あきえ）　女
①昭和59年7月25日（22歳）
②大阪府　③大浜中学校→宣
真高校→大阪教育大学（4年）���
④大阪教育大学

選手
早船  愛子
（はやふね��あいこ）　女
①昭和55年1月23日（26歳）
②富山県　③氷県市立南部中
学校→氷見高校→筑波大学　
④フォルスタブロ

選手
長野  かづさ
（ながの��かづさ）　女
①昭和57年6月19日（24歳）
②岩手県　③松園中学校→桜
花学園高校　④ソニーセミコ
ンダクタ九州㈱

選手
谷口  尚代
（たにぐち��ひさよ）　女
①昭和57年5月9日（24歳）
②福井県　③大東中学校→福
井商業高校→筑波大学　④ド
ルトムント

選手
坂元  智子
（さかもと��ともこ）　女
①昭和53年9月12日（28歳）
②兵庫県　③鳴尾中学校→夙
川学院高校　④オムロンリレ
ーアンドデバイス㈱




