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Hockey (Men)
ホッケー 【男子】

ホ
ッ
ケ
ー
【
男
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 − 5名 21名

チームリーダー
高嶋  良平
（たかしま  りょうへい）　男
①昭和20年12月4日（64歳）
②兵庫県　③甲南高校（兵庫
県）→甲南大学　④高嶋種類
食品㈱

監督
アイクマン  ジークフリード
（アイクマン  ジークフリード）　男
①昭和34年4月28日（51歳）
②スリナム共和国　③MBA 
stategic Buisiness administ-
ration　④㈳日本ホッケー協
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
高橋  章
（たかはし  あきら）　男
①昭和47年7月7日（38歳）
②富山県　③天理高校（奈良
県）→早稲田大学　④表示灯
㈱　⑦アシスタントナショナ
ルコーチ　⑧ホッケー上級コ
ーチ

コーチ
牧本  智之
（まきもと  さとし）　男
①昭和35年8月8日（50歳）
②京都府　③立命館高校（京
都府）→立命館大学　④牧本
金物店　⑧ホッケーコーチ

トレーナー
大西  勉
（おおにし  つとむ）　男
①昭和46年8月3日（39歳）
②岐阜県　③聖徳学園岐阜教
育大学付属高校（岐阜県）→米
田柔整専門学院　④きくいけ
整形外科

選手
山堀  貴彦
（やまぼり  たかひこ）　男
①昭和49年3月30日（36歳）
②滋賀県　③伊吹山中学校（滋
賀県）→長浜北高校（滋賀県）
→天理大学　④聖泉大学　　
⑤180cm　⑥82kg

選手
小澤  和幸
（おざわ  かずゆき）　男
①昭和54年2月27日（31歳）
②岩手県　③東部中学校（岩
手県）→沼宮内高校（岩手県）
→東京農業大学　④表示灯㈱   
⑤170cm　⑥68kg

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（30歳）
②岩手県　③沼宮内中学校（岩
手県）→不来方高校（岩手県）
→法政大学　④表示灯㈱　　
⑤175cm　⑥69kg　⑧ホッ
ケーコーチ

選手
坪内  一浩
（つぼうち  かずひろ）　男
①昭和56年9月11日（29歳）
②京都府　③瑞穂中学校（京
都府）→須知高校（京都府）→
天理大学　④表示灯㈱
⑤177cm　⑥72kg　⑧ホッ
ケーコーチ

選手
粥川  幸司
（かゆかわ  こうじ）　男
①昭和59年1月11日（26歳）
②岐阜県　③長森南中学校（岐
阜県）→岐阜総合学園高校（岐
阜県）→天理大学　④㈱雨宮   
⑤175cm　⑥72kg

選手
高瀬  克也
（たかせ  かつや）　男
①昭和58年5月20日（27歳）
②栃木県　③大沢中学校（栃
木県）→今市高校（栃木県）→
天理大学　④㈱槌屋
⑤179cm　⑥82kg

選手
川上  啓
（かわかみ  けい）　男
①昭和59年4月3日（26歳）
②奈良県　③桜井東中学校（奈
良県）→天理高校（奈良県）→
天理大学　④㈱名古屋銀行　
⑤173cm　⑥65kg
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Hockey (Men)
ホッケー 【男子】

ホ
ッ
ケ
ー
【
男
子
】

選手
小野  知則
（おの  とものり）　男
①昭和59年4月26日（26歳）
②山形県　③玉庭中学校（山
形県）→置賜農業高校（山形
県）→天理大学　④金印㈱　
⑤167cm　⑥60kg

選手
長澤  克好
（ながさわ  かつよし）　男
①昭和60年10月30日（25歳）
②京都府　③蒲生野中学校（京
都府）→天理高校（奈良県）→
天理大学　④米田柔整専門学
校　⑤180cm　⑥75kg

選手
三澤  孝康
（みざわ  たかやす）　男
①昭和62年1月26日（23歳）
②島根県　③横田中学校（島
根県）→横田高校（島根県）→
山梨学院大学　④㈱三晃社　
⑤173cm　⑥74kg

選手
坂本  博紀
（さかもと  ひろき）　男
①昭和62年7月8日（23歳）
②和歌山県　③上富田中学校
（和歌山県）→天理高校（奈良
県）→天理大学（4年）　④天理
大学　⑤177cm　⑥70kg

選手
穴井  善博
（あない  よしひろ）　男
①昭和62年11月27日（22歳）
②熊本県　③小国中学校（熊
本県）→小国高校（熊本県）→
天理大学（4年）　④天理大学   
⑤174cm　⑥70kg

選手
畠山  学
（はたけやま  まなぶ）　男
①昭和62年5月25日（23歳）
②富山県　③石動中学校（富
山県）→天理高校（奈良県）→
東京農業大学　④朝日機器㈱   
⑤180cm　⑥76kg

選手
塩川  直人
（しおかわ  なおと）　男
①平成元年9月29日（21歳）
②滋賀県　③伊吹山中学校（滋
賀県）→天理高校（奈良県）→
山梨学院大学（3年）　④山梨
学院大学   ⑤180cm   ⑥70kg

選手
北里  謙治
（きたざと  けんじ）　男
①平成元年5月19日（21歳）
②熊本県　③小国中学校（熊
本県）→小国高校（熊本県）→
山梨学院大学（3年）　④山梨
学院大学   ⑤175cm   ⑥68kg

選手
三谷  元騎
（みたに  げんき）　男
①平成2年6月12日（20歳）
②福井県　③糸生中学校（福
井県）→丹生高校（福井県）→
天理大学（2年）　④天理大学   
⑤179cm　⑥61kg
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Hockey (Women)
ホッケー 【女子】

ホ
ッ
ケ
ー
【
女
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 16名 5名 21名

監督
安田  善治郎
（やすだ  ぜんじろう）　男
①昭和21年8月1日（64歳）
②岐阜県　③岐阜西工業高校
（岐阜県）→明治大学　④岐阜
県グリーンスタジアム　⑦専
任コーチングディレクタート
ップアスリート担当　⑧ホッ
ケー上級コーチ

コーチ
シアン  ジョン  パトリック
（シアン  ジョン  パトリック）　男
①昭和46年12月27日（38歳）
②オーストラリア　③Merri-
mac State High School, QLD. 
Australia→Miami State High 
School, QLD. Australia→天理
大学→筑波大学大学院　④山
梨学院大学　⑧ホッケー上級
コーチ

総務
藤原  信幸
（ふじはら  のぶゆき）　男
①昭和50年8月1日（35歳）
②島根県　③横田高校（島根
県）→明治大学　④㈶各務原
市施設振興公社　⑧ホッケー
コーチ

技術スタッフ
小林  和典
（こばやし  かずのり）　男
①昭和41年12月7日（43歳）
②栃木県　③今市高校（栃木
県）→早稲田大学　④東海学
院大学短期大学部　⑧ホッケ
ー上級コーチ

トレーナー
河村  篤
（かわむら  あつし）　男
①昭和40年3月10日（45歳）
②愛知県　③岐阜工業高等専
門高校（岐阜県）→国立岐阜工
業高等専門学校　④コンディ
ショニング  ラボ　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

選手
加藤  明美
（かとう  あけみ）　女
①昭和45年12月13日（39歳）
②埼玉県　③荒川中学校（埼
玉県）→秩父東高校（埼玉県）→
天理大学　④H･F･C-HANNO   
⑤161cm　⑥56kg

選手
駒澤  李佳
（こまざわ  りか）　女
①昭和57年6月7日（28歳）
②大阪府　③泉南中学校（大
阪府）→羽衣学園高校（大阪府）
→天理大学　④コカ・コーラ
ウエスト㈱　⑤161cm
⑥54kg

選手
三浦  恵子
（みうら  けいこ）　女
①昭和50年3月16日（35歳）
②岐阜県　③陽南中学校（岐
阜県）→岐阜女子商業高校（岐
阜県）→東海女子大学　④ソ
ニーイーエムシーエス㈱　　
⑤168cm　⑥62kg

選手
村上  藍
（むらかみ  あい）　女
①昭和60年3月18日（25歳）
②富山県　③津沢中学校（富
山県）→石動高校（富山県）→
山梨学院大学　④ソニーイー
エムシーエス㈱　⑤158cm　
⑥53kg

選手
中島  史恵
（なかしま  みえ）　女
①昭和61年6月18日（24歳）
②岐阜県　③長良中学校（岐
阜県）→岐阜総合高校（岐阜県）
→山梨学院大学　④ソニーイ
ーエムシーエス㈱　⑤160cm   
⑥51kg

選手
永山  加奈
（ながやま  かな）　女
①平成元年7月30日（21歳）
②鹿児島県　③樋脇中学校（鹿
児島県）→樋脇高校（鹿児島県）
→山梨学院大学（3年）　④山
梨学院大学　⑤157cm
⑥46kg

選手
中川  未由希
（なかがわ  みゆき）　女
①昭和61年12月20日（23歳）
②岐阜県　③蘇原中学校（岐
阜県）→岐阜女子商業高校（岐
阜県）→東海学院大学　④ソ
ニーイーエムシーエス㈱
⑤161cm　⑥53kg
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選手
眞鍋  敬子
（まなべ  けいこ）　女
①昭和62年3月11日（23歳）
②岐阜県　③東可児中学校（岐
阜県）→岐阜女子商業高校（岐
阜県）→東海学院大学　④㈱
南都銀行   ⑤153cm   ⑥56kg

選手
新井  麻月
（あらい  まづき）　女
①昭和63年11月28日（21歳）
②大阪府　③羽衣学園中学校
（大阪府）→羽衣学園高校（大
阪府）→天理大学（4年）　④天
理大学　⑤165cm　⑥59kg

選手
三橋  亜記
（みつはし  あき）　女
①平成元年9月12日（21歳）
②宮城県　③築館中学校（宮
城県）→築館高校（宮城県）→
山梨学院大学（3年）　④山梨
学院大学   ⑤165cm   ⑥58kg

選手
林  なぎさ
（はやし  なぎさ）　女
①昭和61年8月29日（24歳）
②岐阜県　③鵜沼中学校（岐
阜県）→岐阜女子商業高校（岐
阜県）→立命館大学　④ソニ
ーイーエムシーエス㈱
⑤165cm　⑥59kg

選手
浅野  祥代
（あさの  さきよ）　女
①昭和62年5月26日（23歳）
②岐阜県　③鵜沼中学校（岐
阜県）→岐阜各務野高校（岐阜
県）→山梨学院大学　④ソニ
ーイーエムシーエス㈱
⑤163cm　⑥63kg

選手
小野  真由美
（おの  まゆみ）　女
①昭和59年8月14日（26歳）
②富山県　③大谷中学校（富
山県）→石動高校（富山県）→
天理大学　④コカ・コーラウ
エスト㈱   ⑤169cm   ⑥61kg

選手
山本  由佳理
（やまもと  ゆかり）　女
①昭和56年5月31日（29歳）
②島根県　③横田中学校（島
根県）→横田高校（島根県）→
東海女子大学　④ソニーイー
エムシーエス㈱　⑤160cm　
⑥54kg

選手
千葉  香織
（ちば  かおり）　女
①昭和56年1月29日（29歳）
②東京都　③巨摩中学校（山
梨県）→巨摩高校（山梨県）→
山梨学院大学　④ソニーイー
エムシーエス㈱　⑤157cm　
⑥51kg

選手
大塚  志穂
（おおつか  しほ）　女
①平成元年10月16日（21歳）
②島根県　③横田中学校（島
根県）→横田高校（島根県）→
天理大学（3年）　④天理大学   
⑤158cm　⑥54kg




