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Football (Men)
サッカー 【男子】

サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

20名 − 7名 27名

監督
関塚  隆
（せきづか  たかし）　男
①昭和35年10月26日（50歳）
②千葉県　③八千代高校（千
葉県）→早稲田大学　④㈶日
本サッカー協会　⑦専任コー
チングディレクタートップア
スリート担当

コーチ
小倉  勉
（おぐら  つとむ）　男
①昭和41年7月18日（44歳）
②大阪府　③摂津高校（大阪
府）→天理大学　④㈶日本サ
ッカー協会

コーチ
武藤  覚
（むとう  あきら）　男
①昭和51年4月22日（34歳）
②青森県　③三本木高校（青
森県）→筑波大学　④㈶日本
サッカー協会

コーチ
慶越  雄二
（けいごし  ゆうじ）　男
①昭和38年9月17日（47歳）
②鹿児島県　③鹿児島実業高
校（鹿児島県）　④㈶日本サッ
カー協会

ドクター
上石  貴之
（かみいし  たかゆき）　男
①昭和46年4月20日（39歳）
②神奈川県　③柏陽高校（神
奈川県）→浜松医科大学　　
④横浜市立大学付属病院整形
外科　⑧スポーツドクター

トレーナー
前田  弘
（まえだ  ひろし）　男
①昭和40年11月5日（45歳）
②東京都　③日体荏原高校（東
京都）→東京医療福祉専門学
校　④㈶日本サッカー協会　
⑦専任メディカルスタッフ（ト
レーナー）　⑧アスレティッ
クトレーナー

総務
津村  尚樹
（つむら  なおき）　男
①昭和53年10月7日（32歳）
②北海道　③室蘭清水ヶ丘高
校（北海道）→日本体育大学　
④㈶日本サッカー協会

選手
増田  卓也
（ますだ  たくや）　男
①平成元年6月29日（21歳）
②広島県　③亀崎中学校（広
島県）→広島皆実高校（広島県）
→流通経済大学（3年）　④流
通経済大学　⑤183cm
⑥78kg

選手
安藤  駿介
（あんどう  しゅんすけ）　男
①平成2年8月10日（20歳）
②東京都　③千歳中学校（東
京都）→国士舘高校（東京都）
→国士舘大学　④川崎フロン
ターレ　⑤185cm　⑥79kg

選手
實藤  友紀
（さねとう  ゆうき）　男
①平成元年1月19日（21歳）
②徳島県　③富田中学校（徳
島県）→城南高校（徳島県）→
高知大学（4年）　④高知大学   
⑤178cm　⑥70kg

選手
薗田  淳
（そのだ  じゅん）　男
①平成元年1月23日（21歳）
②静岡県　③常葉学園橘中学
校（静岡県）→常葉学園橘高校
（静岡県）　④川崎フロンター
レ　⑤180cm　⑥75kg

選手
當間  建文
（とうま  たけふみ）　男
①平成元年3月21日（21歳）
②沖縄県　③小禄中学校（沖
縄県）→東海大第五高校（福岡
県）　④鹿島アントラーズ
⑤178cm　⑥72kg
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Football (Men)
サッカー 【男子】

サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

選手
比嘉  祐介
（ひが  ゆうすけ）　男
①平成元年5月15日（21歳）
②沖縄県　③大宮中学校（沖
縄県）→流通経済大学付属柏
高校（千葉県）→流通経済大学
（3年）　④流通経済大学
⑤168cm　⑥67kg

選手
鎌田  翔雅
（かまた  しょうま）　男
①平成元年6月15日（21歳）
②神奈川県　③松浪中学校（神
奈川県）→寒川高校（神奈川県）   
④ジェフユナイテッド千葉　
⑤172cm　⑥66kg

選手
丸山  祐市
（まるやま  ゆういち）　男
①平成元年6月16日（21歳）
②東京都　③砧中学校（東京
都）→国学院久我山高校（東京
都）→明治大学（3年）　④明治
大学　⑤183cm　⑥68kg

選手
鈴木  大輔
（すずき  だいすけ）　男
①平成2年1月29日（20歳）
②東京都　③浅野川中学校（石
川県）→星稜高校（石川県）　
④アルビレックス新潟
⑤181cm　⑥74kg

選手
山崎  亮平
（やまざき  りょうへい）　男
①平成元年3月14日（21歳）
②新潟県　③幕張本郷中学校
（千葉県）→県立八千代高校（千
葉県）　④ジュビロ磐田　　
⑤172cm　⑥72kg

選手
山村  和也
（やまむら  かずや）　男
①平成元年12月2日（20歳）
②長崎県　③国見中学校（長
崎県）→国見高校（長崎県）→
流通経済大学（3年）　④流通経
済大学　⑤186cm　⑥76kg

選手
黒木  聖仁
（くろぎ  まさと）　男
①平成元年10月24日（21歳）
②宮崎県　③土々呂中学校（宮
崎県）→日章学園高校（宮崎県）   
④セレッソ大阪　⑤180cm　
⑥67kg

選手
水沼  宏太
（みずぬま  こうた）　男
①平成2年2月22日（20歳）
②東京都　③市ヶ尾中学校（神
奈川県）→横浜創英高校（神奈
川県）　④栃木SC　⑤175cm   
⑥66kg

選手
大塚  翔平
（おおつか  しょうへい）　男
①平成2年4月11日（20歳）
②福井県　③東淀中学校（大
阪府）→関西大学北陽高校（大
阪府）　④ガンバ大阪
⑤179cm　⑥69kg

選手
東  慶悟
（ひがし  けいご）　男
①平成2年7月20日（20歳）
②福岡県　③若松中学校（大
分県）→大分東明高校（大分県）   
④大分トリニータ　⑤178cm   
⑥69kg

選手
山口  螢
（やまぐち  ほたる）　男
①平成2年10月6日（20歳）
②三重県　③赤目中学校（三
重県）→清明学院高校（大阪府）   
④セレッソ大阪　⑤173cm
⑥64kg

選手
登里  享平
（のぼりざと  きょうへい）　男
①平成2年11月13日（20歳）
②大阪府　③孔舎衛中学校（大
阪府）→香川西高校（香川県）
→国士舘大学（1年）　④川崎
フロンターレ　⑤168cm　　
⑥63kg
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Football (Men)
サッカー 【男子】

サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

選手
工藤  壮人
（くどう  まさと）　男
①平成2年5月6日（20歳）
②東京都　③六月中（東京都）
→柏日体高校（千葉県）　④柏
レイソル   ⑤177cm   ⑥74kg

選手
富山  貴光
（とみやま  たかみつ）　男
①平成2年12月26日（19歳）
②栃木県　③皆川中学校（栃
木県）→矢板中央高校（栃木県）
→早稲田大学（2年）   ④早稲田
大学　⑤180cm　⑥73kg

選手
永井  謙佑
（ながい  けんすけ）　男
①平成元年3月5日（21歳）
②広島県　③浅川中学校（福
岡県）→九州国際大学付属高
校（福岡県）→福岡大学（3年）   
④福岡大学　⑤177cm
⑥67kg
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Football (Women)
サッカー 【女子】

サ
ッ
カ
ー
【
女
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 18名 6名 24名

監督
佐々木  則夫
（ささき  のりお）　男
①昭和33年5月24日（52歳）
②山形県　③帝京高校（東京
都）→明治大学　④㈶日本サ
ッカー協会　⑦アシスタント
ナショナルコーチ

コーチ
前田  信弘
（まえだ  のぶひろ）　男
①昭和48年6月3日（37歳）
②香川県　③丸亀高校（香川
県）→同志社大学　④㈶日本
サッカー協会

技術スタッフ
能仲  太司
（のなか  ふとし）　男
①昭和53年11月7日（32歳）
②新潟県　③西新発田高校（新
潟県）　④JAPANサッカーカ
レッジ

ドクター
倉田  あや
（くらた  あや）　女
①昭和48年12月20日（36歳）
②神奈川県　③山手学院高校
（神奈川県）→埼玉医科大学　
④㈳倉田クリニック　⑧スポ
ーツドクター

トレーナー
江口  陽子
（えぐち  ようこ）　女
①昭和46年6月8日（39歳）
②東京都　③東大和高校（東
京都）　④松岡整形外科クリ
ニック　⑧アスレティックト
レーナー

総務
山田  薫
（やまだ  かおり）　女
①昭和51年6月1日（34歳）
②静岡県　③三島北高校（静
岡県）→東京女子体育大学
④㈶日本サッカー協会

選手
山郷  のぞみ
（やまごう  のぞみ）　女
①昭和50年1月16日（35歳）
②埼玉県　③大谷中学校（埼
玉県）→本庄第一高校（埼玉県）   
④浦和レッドダイヤモンズ　
⑤163cm　⑥61kg

選手
海堀  あゆみ
（かいほり  あゆみ）　女
①昭和61年9月4日（24歳）
②京都府　③長岡第三中学校
（京都府）→乙訓高校（京都府）   
④㈱H&Rコーポレーション　
⑤170cm　⑥64kg

選手
鮫島  彩
（さめしま  あや）　女
①昭和62年6月16日（23歳）
②栃木県　③田原中学校（栃
木県）→常磐木学園高校（宮城
県）   ④東京電力㈱   ⑤163cm   
⑥54kg

選手
岩清水  梓
（いわしみず  あずさ）　女
①昭和61年10月14日（24歳）
②岩手県　③大野南中学校（神
奈川県）→弥栄西高校（神奈川
県）→日本女子体育大学
④㈱日本テレビワーク24
⑤162cm　⑥53kg

選手
矢野  喬子
（やの  きょうこ）　女
①昭和59年6月3日（26歳）
②神奈川県　③大道中学校（神
奈川県）→湘南学院高校（神奈
川県）→神奈川大学　④浦和
レッドダイヤモンズ
⑤165cm　⑥60kg

選手
熊谷  紗希
（くまがい  さき）　女
①平成2年10月17日（20歳）
②北海道　③真駒内中学校（北
海道）→常盤木学園高校（宮城
県）→筑波大学（2年）　④筑波
大学　⑤173cm　⑥64kg



The 16th Asian Games Guangzhou 2010 33

Football (Women)
サッカー 【女子】

サ
ッ
カ
ー
【
女
子
】

選手
長船  加奈
（おさふね  かな）　女
①平成元年10月16日（21歳）
②大阪府　③豊中市立第八中
学校（大阪府）→豊島高校（大
阪府）　④東京電力㈱
⑤170cm　⑥58kg

選手
近賀  ゆかり
（きんが  ゆかり）　女
①昭和59年5月2日（26歳）
②神奈川県　③戸塚中学校（神
奈川県）→湘南学院高校（神奈
川県）→日本体育大学　④㈳
倉田クリニック　⑤161cm　
⑥53kg

選手
宮間  あや
（みやま  あや）　女
①昭和60年1月28日（25歳）
②千葉県　③白里中学校（千
葉県）→幕張総合高校（千葉県）   
④岡山湯郷Belle　⑤157cm　
⑥51kg

選手
澤  穂希
（さわ  ほまれ）　女
①昭和53年9月6日（32歳）
②東京都　③府中市立第五中
学校（東京都）→南野高校（東
京都）　④Washington Free-
dam　⑤164cm　⑥55kg

選手
阪口  夢穂
（さかぐち  みずほ）　女
①昭和62年10月15日（23歳）
②大阪府　③五箇荘中学校（大
阪府）→東百舌鳥高校（大阪府）   
④ナミックス㈱　⑤165cm　
⑥58kg

選手
上尾野辺  めぐみ
（かみおのべ  めぐみ）　女
①昭和61年3月15日（24歳）
②神奈川県　③原中学校（神
奈川県）→商工高校（神奈川県）
→武蔵丘短期大学　④㈶新潟
市開発公社　⑤157cm
⑥52kg

選手
中野  真奈美
（なかの  まなみ）　女
①昭和61年8月30日（24歳）
②北海道　③上磯中学校（北
海道）→北海道文教大学札幌
明清高校（北海道）　④㈱マル
イ　⑤159cm　⑥54kg

選手
川澄  奈穂美
（かわすみ  なほみ）　女
①昭和60年9月23日（25歳）
②長崎県　③つきみ野中学校
（神奈川県）→弥栄西高校（神
奈川県）→日本体育大学　　
④㈱アスコホールディングス   
⑤157cm   ⑥50kg

選手
大野  忍
（おおの  しのぶ）　女
①昭和59年1月23日（26歳）
②神奈川県　③座間市立東中
学校（神奈川県）→栗原高校（神
奈川県）　④東京ヴェルディ
1969フットボールクラブ㈱   
⑤155cm　⑥50kg

選手
山口  麻美
（やまぐち  まみ）　女
①昭和61年8月6日（24歳）
②東京都　③田無第三中学校
（東京都）→豊多摩高校（東京
都）→フロリダ州立大学（5年）
④日テレ・ベレーザ
⑤165cm　⑥52kg

選手
北本  綾子
（きたもと  あやこ）　女
①昭和58年6月22日（27歳）
②北海道　③信濃中学校（北
海道）→北海道文教大学明清
高校（北海道）→東京女子体育
大学　④㈱テレビ埼玉
⑤164cm　⑥58kg

選手
高瀬  愛実
（たかせ  めぐみ）　女
①平成2年11月10日（20歳）
②北海道　③高栄中学校（北
海道）→北海道文教大学明清
高校（北海道）　④㈱アスコホ
ールディングス　⑤164cm　
⑥63kg




