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ホッケー【男子】
HOCKEY (Men)

ホ
ッ
ケ
ー
【
男
子
】

監督
長屋  恭一
（ながや��きょういち）　男
①昭和23年11月17日（58歳）
②岐阜県　③岐阜西工業高校
→天理大学　④岐阜総合学園
高校　⑥ホッケー上級コーチ

コーチ
髙橋  章
（たかはし��あきら）　男
①昭和47年7月7日（34歳）
②富山県　③天理高校→早稲
田大学　④表示灯㈱　⑥ホッ
ケーコーチ

コーチ
川口  純子
（かわぐち��じゅんこ）　女
①昭和35年9月8日（46歳）
②大阪府　③大阪府立夕陽丘高
等学校→武庫川女子大学→中京大
学大学院　④㈶岐阜県イベント・
スポーツ振興事業団��岐阜県スポ
ーツ科学トレーニングセンター　
⑥水泳指導員

選手
山堀  貴彦
（やまぼり��たかひこ）　男
①昭和49年3月30日（32歳）
②滋賀県　③息吹山中学校→
長浜北高校→天理大学　④表
示灯㈱

選手
片山  謙一
（かたやま��けんいち）　男
①昭和50年11月24日（31歳）
②山梨県　③白根御刺使中学
校→白根高校→東京農業大学���
④表示灯㈱

選手
三好  浩史
（みよし��ひろふみ）　男
①昭和52年3月21日（29歳）
②広島県　③仁保中学校→山
陽高校→法政大学　④表示灯
㈱

選手
三澤  孝康
（みざわ��たかやす）　男
①昭和62年1月26日（19歳）
②島根県　③横田中学校→横
田高校→山梨学院大学（2年）���
④山梨学院大学

選手
吉田  一男
（よしだ��かずお）　男
①昭和53年1月18日（28歳）
②奈良県　③大成中学校→天
理高校→東京農業大学　④学
校法人��東京農業大学

選手
伊藤  満
（いとう��みつる）　男
①昭和53年10月23日（28歳）
②岐阜県　③蘇南中学校→可
児工業高校→天理大学　④表
示灯㈱

選手
小澤  和幸
（おざわ��かずゆき）　男
①昭和54年2月27日（27歳）
②岩手県　③東部中学校→沼
宮内高校→東京農業大学
④表示灯㈱

選手
福田  敏昭
（ふくだ��としあき）　男
①昭和55年9月1日（26歳）
②栃木県　③落合中学校→今
市高校→法政大学　④表示灯
㈱

選手
尾藤  豊
（びとう��ゆたか）　男
①昭和55年11月6日（26歳）
②広島県　③豊中学校→山陽
高校→法政大学　④表示灯㈱
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選手
長岡  俊輔
（ながおか��しゅんすけ）　男
①昭和55年11月7日（26歳）
②岩手県　③沼宮内中学校→
不来方高校→法政大学　④表
示灯㈱

選手
茶木  裕史
（ちゃき��ゆうじ）　男
①昭和56年2月21日（25歳）
②富山県　③石動中学校→石
動高校→東京農業大学

選手
伊藤  亮
（いとう��あきら）　男
①昭和56年3月10日（25歳）
②埼玉県　③飯能西中学校→
皆野高校→天理大学

選手
坪内  一浩
（つぼうち��かずひろ）　男
①昭和56年9月11日（25歳）
②京都府　③瑞穂中学校→須
知高校→天理大学　④表示灯
㈱

選手
川上  啓
（かわかみ��けい）　男
①昭和59年4月3日（22歳）
②奈良県　③桜井東中学校→
天理高校→天理大学（4年）　
④天理大学

選手
坂本  博紀
（さかもと��ひろき）　男
①昭和62年7月8日（19歳）
②和歌山県　③上富田中学校
→天理高校→天理大学（1年）���
④天理大学

選手
穴井  善博
（あない��よしひろ）　男
①昭和62年11月27日（19歳）
②熊本県　③小国中学校→小
国高校→天理大学（1年）
④天理大学
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ホッケー【女子】
HOCKEY (Women)

ホ
ッ
ケ
ー
【
女
子
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監督
恩田  昌史
（おんだ��まさし）　男
①昭和14年6月27日（67歳）
②大阪府　③建国高校→天理
大学　④天理大学　⑥ホッケ
ー上級コーチ

コーチ
柳  承辰
（ゆう��すんじん）　男
①昭和44年1月20日（37歳）
②韓国　③韓国大邱市慶信→
韓国慶北→中京大学大学院　
④親里ホッケー場

コーチ
吉岡  昭嘉
（よしおか��あきよし）　男
①昭和47年10月24日（34歳）
②大阪府　③天理高校→同志
社大学　④表示灯㈱

トレーナー
高原  瑜元
（たかはら��ゆーうぉん）　男
①昭和46年2月14日（35歳）
②大阪府　③勝山高校　④ア
スリート鍼灸整骨院

選手
加藤  明美
（かとう��あけみ）　女
①昭和45年12月13日（35歳）
②埼玉県　③荒川中学校→秩
父東高校→天理大学

選手
三浦  恵子
（みうら��けいこ）　女
①昭和50年3月16日（31歳）
②岐阜県　③陽南中学校→岐
阜女子商業高校→東海女子大
学　④ソニーイーエムシーエ
ス㈱一宮テック

選手
岩尾  幸美
（いわお��さちみ）　女
①昭和51年2月20日（30歳）
②大分県　③九重町立野上中
学校→森高校→天理大学
④玖珠町立玖珠中学校

選手
筑井  利江
（つくい��としえ）　女
①昭和50年7月30日（31歳）
②栃木県　③鹿沼市立南押原
中学校→今市高校→天理大学���
④飯能市役所

選手
森本  さかえ
（もりもと��さかえ）　女
①昭和52年1月20日（29歳）
②奈良県　③天理中学校→天
理高校→天理大学　④学校法
人天理大学

選手
岡村  育子
（おかむら��いくこ）　女
①昭和51年9月17日（30歳）
②埼玉県　③能代市立加治中
学校→飯能高校→天理大学

選手
木村  千恵
（きむら��ちえ）　女
①昭和55年4月8日（26歳）
②大阪府　③伊吹山中学校→
岐阜女子商業高校　④ソニー
イーエムシーエス㈱一宮テッ
ク

選手
寺園  理恵
（てらぞの��りえ）　女
①昭和56年1月31日（25歳）
②岐阜県　③緑陽中学校→岐
阜女子商業高校　④ソニーイ
ーエムシーエス㈱一宮テック
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選手
千葉  香織
（ちば��かおり）　女
①昭和56年1月29日（25歳）
②東京都　③巨摩中学校→巨
摩高校→山梨学院大学　④ソ
ニーイーエムシーエス㈱一宮
テック

選手
山本  由佳理
（やまもと��ゆかり）　女
①昭和56年5月31日（25歳）
②島根県　③横田中学校→横
田高校→東海女子大学　④ソ
ニーイーエムシーエス㈱一宮
テック

選手
北野  裕子
（きたの��ゆうこ）　女
①昭和56年12月29日（24歳）
②奈良県　③桜井東中学校→
天理高校→立命館大学　④㈱
南都銀行

選手
駒澤  李佳
（こまざわ��りか）　女
①昭和57年6月7日（24歳）
②大阪府　③泉南中学校→羽
衣学園高校→天理大学　④グ
ラクソ・スミスクライン

選手
小森  皆実
（こもり��ともみ）　女
①昭和58年2月18日（23歳）
②栃木県　③東原中学校→今
市高校→天理大学　④グラク
ソ・スミスクライン

選手
小野  真由美
（おの��まゆみ）　女
①昭和59年8月14日（22歳）
②富山県　③大谷中学校→石
動高校→天理大学（4年）
④天理大学

選手
小沢  みさき
（おざわ��みさき）　女
①昭和60年8月8日（21歳）
②岩手県　③東部中学校→沼
宮内高校→富士大学（3年）　
④富士大学

選手
中川  未由希
（なかがわ��みゆき）　女
①昭和61年12月20日（19歳）
②岐阜県　③蘇原中学校→岐
阜女子商業高校→東海女子大
学（2年）　④東海女子大学




