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監督
植田  辰哉
（うえた��たつや）　男
①昭和39年7月25日（42歳）
②香川県　③大阪商業大学附
属高校→大阪商業大学　④㈶
日本バレーボール協会　⑥バ
レーボールコーチ

コーチ
久保  義人
（くぼ��よしと）　男
①昭和44年4月12日（37歳）
②山口県　③宇部商業高校　
④旭化成㈱　⑥バレーボール
指導員

トレーナー
松尾  浩幸
（まつお��ひろゆき）　男
①昭和38年8月25日（43歳）
②熊本県　③八代南高校→熊
本県立大学→熊本県立大学大
学院　④西はりま医療専門学
校

選手
齋藤  信治
（さいとう��のぶはる）　男
①昭和48年9月29日（33歳）
②栃木県　③小林中学校→宇
都宮白楊高校→日本体育大学���
④東レ・アローズ

選手
千葉  進也
（ちば��しんや）　男
①昭和52年12月5日（28歳）
②神奈川県　③大道中学校→
釜利谷高校→順天堂大学
④堺ブレイザーズ

選手
山本  隆弘
（やまもと��たかひろ）　男
①昭和53年7月12日（28歳）
②鳥取県　③鳥取東中学校→
鳥取商業高校→日本体育大学���
④松下電器・パナソニックパ
ンサーズ

選手
荻野  正二
（おぎの��まさじ）　男
①昭和45年1月8日（36歳）
②福井県　③上中中学校→福
井高校　④サントリー・サン
バーズ

選手
尾上  健司
（おのうえ��けんじ）　男
①昭和53年5月12日（28歳）
②神奈川県　③中井中学校→
秦野南が丘高校→順天堂大学���
④日本たばこ産業㈱

選手
山村  宏太
（やまむら��こうた）　男
①昭和55年10月20日（26歳）
②東京都　③東村山市立第七
中学校→錦城高校→筑波大学���
④サントリー・サンバーズ

選手
阿部  裕太
（あべ��ゆうた）　男
①昭和56年8月8日（25歳）
②茨城県　③大島中学校→勝
田工業高校→東海大学　④東
レ・アローズ

選手
津曲  勝利
（つまがり��かつとし）　男
①昭和50年11月2日（31歳）
②宮崎県　③福島中学校→都
城工業高校→鹿屋体育大学　
④サントリー・サンバーズ

選手
石島  雄介
（いしじま��ゆうすけ）　男
①昭和59年1月9日（22歳）
②茨城県　③松伏第2中学校
→深谷高校→筑波大学　④堺
ブレイザーズ
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選手
越川  優
（こしかわ��ゆう）　男
①昭和59年6月30日（22歳）
②石川県　③金沢市立野田中
学校→岡谷工業高校　④サン
トリー・サンバーズ

選手
朝長  孝介
（ともなが��こうすけ）　男
①昭和55年7月22日（26歳）
②長崎県　③大村市立郡中学
校→大村工業高校→筑波大学���
④堺ブレイザーズ

選手
直弘  龍治
（なおひろ��りゅうじ）　男
①昭和53年10月1日（28歳）
②広島県　③落合中学校→広
島工業高校→東亜大学　④日
本たばこ産業㈱
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バレーボール【女子】
VOLLEYBALL (Women)
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監督
柳本  晶一
（やなぎもと��しょういち）　男
①昭和26年6月5日（55歳）
②大阪府　③大阪商業大学付
属高校　④㈶日本バレーボー
ル協会

コーチ
多田  幹世
（ただ��みきよ）　男
①昭和44年1月20日（37歳）
②大阪府　③石川県立工業高
校→日本体育大学　④豊田合
成㈱

コーチ
番平  守
（ばんだいら��まもる）　男
①昭和44年1月18日（37歳）
②和歌山県　③大阪商業大学
付属高校→東亜大学　④㈶日
本バレーボール協会

総務
中村  和美
（なかむら��かずみ）　女
①昭和46年2月24日（35歳）
②石川県　③金沢商業高校　
④㈶日本バレーボール協会

選手
井野  亜希子
（いの��あきこ）　女
①昭和61年9月28日（20歳）
②東京都　③成女学園中学校
→誠英高校　④日立佐和・リ
ヴァーレ

選手
竹下  佳江
（たけした��よしえ）　女
①昭和53年3月18日（28歳）
②福岡県　③戸ノ上中学校→
不知火女子高校　④JT・マー
ヴェラス

選手
高橋  みゆき
（たかはし��みゆき）　女
①昭和53年12月25日（27歳）
②山形県　③山形第四中学校
→山形商業高校　④NEC・レ
ッドロケッツ

選手
菅山  かおる
（すがやま��かおる）　女
①昭和53年12月26日（27歳）
②宮城県　③岩沼西中学校→
古川学園古川商業高校
④JT・マーヴェラス

選手
宝来  麻紀子
（ほうらい��まきこ）　女
①昭和54年1月6日（27歳）
②山口県　③宇部市立上宇部
中学校→三田尻女子高校
④JT・マーヴェラス

選手
杉山  祥子
（すぎやま��さちこ）　女
①昭和54年10月19日（27歳）
②静岡県　③北郷中学校→富
士見高校　④NEC・レッドロ
ケッツ

選手
髙橋  翠
（たかはし��みどり）　女
①昭和55年3月10日（26歳）
②福島県　③霊山中学→古川
学園古川商業高校→日本体育
大学　④トヨタ車体

選手
荒木  絵里香
（あらき��えりか）　女
①昭和59年8月3日（22歳）
②岡山県　③倉敷市立北中学
校→成徳学園高校　④東レ・
アローズ
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選手
木村  沙織
（きむら��さおり）　女
①昭和61年8月19日（20歳）
②埼玉県　③成徳学園中学校
→下北沢成徳高校　④東レ・
アローズ

選手
石川  友紀
（いしかわ��ゆき）　女
①昭和62年4月26日（19歳）
②埼玉県　③上尾市立南中学
校→川越市立川越高校　④武
富士・バンブー

選手
落合  真理
（おちあい��まり）　女
①昭和57年1月4日（24歳）
②東京都　③志村第二中学校
→成徳学園高校　④久光製薬・
スプリングス

選手
小山  修加
（おやま��しゅうか）　女
①昭和55年9月25日（26歳）
②中国　③明石市高丘中学校
→須磨ノ浦女子高校　④久光
製薬・スプリングス




