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Volleyball (Men)
バレーボール 【男子】

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
【
男
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 − 5名 17名

監督
植田  辰哉
（うえた  たつや）　男
①昭和39年7月25日（46歳）
②香川県　③大阪商業大学附
属高校（大阪府）→大阪商業大
学　④㈶日本バレーボール協
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   
⑧バレーボール上級コーチ

コーチ
諸隈  直樹
（もろくま  なおき）　男
①昭和53年6月19日（32歳）
②佐賀県　③鎮西高校（熊本
県）→法政大学　④㈱キャリ
アスポーツ

総務
渡邉  圭太郎
（わたなべ  けいたろう）　男
①昭和54年9月29日（31歳）
②北海道　③函館大学附属有
斗高校（北海道）→亜細亜大学   
④㈱ジェブ

ドクター
橋本  吉登
（はしもと  よしと）　男
①昭和35年5月30日（50歳）
②東京都　③希望が丘高校（神
奈川県）→金沢大学　④（宗）寒
川神社寒川病院　⑧スポーツ
ドクター

トレーナー
栗原  耕作
（くりはら  こうさく）　男
①昭和54年5月26日（31歳）
②神奈川県　③橋本高校（神
奈川県）→東京医療福祉専門
学校　④㈱ケッズトレーナー

選手
上場  雄也
（あげば  ゆうや）　男
①昭和58年9月30日（27歳）
②千葉県　③常盤平中学校（千
葉県）→松戸六実高校（千葉県）
→中央学院大学　④東京フッ
トボールクラブ㈱　⑤191cm   
⑥68kg

選手
阿部  裕太
（あべ  ゆうた）　男
①昭和56年8月8日（29歳）
②茨城県　③大島中学校（茨
城県）→勝田工業高校（茨城県）
→東海大学　④東レ㈱
⑤191cm　⑥85kg

選手
石島  雄介
（いしじま  ゆうすけ）　男
①昭和59年1月9日（26歳）
②茨城県　③松伏第二中学校
（埼玉県）→深谷高校（埼玉県）
→筑波大学　④㈱ブレイザー
ズスポーツクラブ　⑤197cm   
⑥102kg

選手
宇佐美  大輔
（うさみ  だいすけ）　男
①昭和54年3月29日（31歳）
②秋田県　③雄物川中学校（秋
田県）→雄物川高校（秋田県）
→東海大学　④パナソニック
㈱　⑤184cm　⑥88kg

選手
清水  邦広
（しみず  くにひろ）　男
①昭和61年8月11日（24歳）
②福井県　③福井市美山中学
校（福井県）→福井工業大学附
属福井高校（福井県）→東海大
学　④パナソニック㈱
⑤192cm　⑥100kg

選手
鈴木  寛史
（すずき  よしふみ）　男
①昭和58年3月31日（27歳）
②神奈川県　③玉縄中学校（神
奈川県）→藤沢翔陵高校（神奈
川県）→法政大学　④サント
リービジネスエキスパート㈱   
⑤200cm　⑥95kg

選手
富松  崇彰
（とみまつ  たかあき）　男
①昭和59年7月20日（26歳）
②宮城県　③三本木中学校（宮
城県）→東北高校（宮城県）→
東海大学　④東レ㈱
⑤191cm　⑥85kg
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Volleyball (Men)
バレーボール 【男子】

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
【
男
子
】

選手
長江  晃生
（ながえ  あきお）　男
①昭和58年1月25日（27歳）
②徳島県　③南部中学校（徳
島県）→城東高校（徳島県）→
大阪体育大学→大阪体育大学
大学院　④㈱大分三好ヴァイ
セアドラー　⑤190cm
⑥75kg

選手
永野  健
（ながの  たけし）　男
①昭和60年7月11日（25歳）
②長崎県　③日宇中学校（長
崎県）→佐世保南高校（長崎県）
→筑波大学　④パナソニック
㈱　⑤176cm　⑥69kg

選手
福澤  達哉
（ふくざわ  たつや）　男
①昭和61年7月1日（24歳）
②京都府　③伏見中学校（京
都府）→洛南高校（京都府）→
中央大学　④パナソニック㈱   
⑤189cm　⑥86kg

選手
米山  裕太
（よねやま  ゆうた）　男
①昭和59年8月29日（26歳）
②埼玉県　③菅谷中学校（埼
玉県）→坂戸西高校（埼玉県）
→日本体育大学　④東レ㈱
⑤185cm　⑥80kg

選手
山村  宏太
（やまむら  こうた）　男
①昭和55年10月20日（30歳）
②東京都　③東村山第七中学
校（東京都）→錦城高校（東京
都）→筑波大学　④サントリ
ービジネスエキスパート㈱　
⑤205cm　⑥96kg
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Volleyball (Women)
バレーボール 【女子】

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
【
女
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 12名 3名 15名

監督
谷口  幸雄
（たにぐち  ゆきお）　男
①昭和35年11月12日（50歳）
②大阪府　③大阪商業大学附
属高校（大阪府）　④トヨタ車
体㈱　⑧バレーボール上級コ
ーチ

コーチ
溝田  知茂
（みぞた  ともしげ）　男
①昭和48年3月31日（37歳）
②神奈川県　③高輪高校（東
京都）→専修大学　④㈱ウォ
ーク　⑧バレーボール指導員

トレーナー
伊藤  久瑠美
（いとう  くるみ）　女
①昭和59年12月23日（25歳）
②滋賀県　③駒沢学園女子高
校（東京都）→（学）平成医療学
園　④㈱ジャパン東洋医学シ
ステム  板原鍼灸整骨院

選手
森  万里子
（もり  まりこ）　女
①昭和56年6月17日（29歳）
②大阪府　③高津中学校（大
阪府）→四天王寺高校（大阪府）   
④東レ㈱   ⑤181cm   ⑥73kg

選手
横山  雅美
（よこやま  まさみ）　女
①昭和56年12月12日（28歳）
②東京都　③文京学院大学女
子中学校（東京都）→成徳学園
高校（東京都）→嘉悦女子短期
大学　④日立オートモティブ
システムズ㈱　⑤171cm
⑥60kg

選手
小菅  真弓
（こすげ  まゆみ）　女
①昭和57年1月20日（28歳）
②千葉県　③古和釜中学校（千
葉県）→船橋高校（千葉県）　
④ライフ薬品㈱　⑤170cm　
⑥62kg

選手
白田  博子
（はくた  ひろこ）　女
①昭和58年9月20日（27歳）
②長野県　③裾花中学校（長
野県）→八王子実践高校（東京
都）　④上尾中央総合病院
⑤169cm　⑥65kg　⑧バレ
ーボール指導員

選手
西山  由樹
（にしやま  ゆき）　女
①昭和61年6月4日（24歳）
②京都府　③花山中学校（京
都府）→京都橘高校（京都府）   
④日本たばこ産業㈱
⑤184cm　⑥67kg

選手
吉田  みなみ
（よしだ  みなみ）　女
①昭和63年5月27日（22歳）
②大阪府　③大阪国際大和田
中学校（大阪府）→大阪国際滝
井高校（大阪府）　④㈱ウォー
ク　⑤167cm　⑥61kg

選手
沼田  さくら
（ぬまた  さくら）　女
①平成元年7月24日（20歳）
②福島県　③幸町中学校（宮
城県）→古川学園高校（宮城県）   
④東北パイオニア㈱
⑤181cm　⑥64kg

選手
大村  祥子
（おおむら  しょうこ）　女
①平成元年12月11日（20歳）
②大分県　③富来中学校（大
分県）→東九州龍谷高校（大分
県）　④㈱デンソー
⑤177cm　⑥64kg

選手
峯村  沙紀
（みねむら  さき）　女
①平成2年4月18日（20歳）
②長野県　③裾花中学校（長
野県）→九州文化学園高校（長
崎県）　④東レ㈱　⑤178cm   
⑥66kg
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Volleyball (Women)
バレーボール 【女子】

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
【
女
子
】

選手
泉岡  未来
（いずおか  みく）　女
①平成元年7月2日（21歳）
②奈良県　③川上中学校（奈
良県）→京都橘高校（京都府）   
④㈱デンソー　⑤174cm
⑥62kg

選手
野本  梨佳
（のもと  りか）　女
①平成3年9月21日（19歳）
②愛媛県　③椿中学校（愛媛
県）→聖カタリナ女子高校（愛
媛県）　④久光製薬㈱
⑤179cm　⑥72kg

選手
木村  美里
（きむら  みさと）　女
①平成3年10月29日（19歳）
②東京都　③北沢中学校（東
京都）→下北沢成徳高校（東京
都）　④東レ㈱　⑤161cm
⑥57kg
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Beach-Volleyball
バレーボール／ビーチバレー

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
／
ビ
ー
チ
バ
レ
ー

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 2名 10名

女子監督
渡辺  聡
（わたなべ  さとし）　男
①昭和50年8月1日（35歳）
②群馬県　③足利工業大学附
属高校（栃木県）→国士舘大学   
④㈶日本バレーボール協会　
⑧バレーボール上級コーチ

男子監督
山本  知寿
（やまもと  ともひさ）　男
①昭和44年12月12日（40歳）
②福岡県　③九州産業高校（福
岡県）　④㈶日本バレーボー
ル協会　⑦専任コーチングデ
ィレクタートップアスリート
担当　⑧バレーボール上級コ
ーチ

選手
朝日  健太郎
（あさひ  けんたろう）　男
①昭和50年9月19日（35歳）
②熊本県　③楠中学校（熊本
県）→鎮西高校（熊本県）→法
政大学　④フリー　⑤199cm   
⑥95kg

選手
白鳥  勝浩
（しらとり  かつひろ）　男
①昭和51年10月29日（34歳）
②東京都　③志茂田中学校（東
京都）→東亜学園（東京都）→
東海大学　④湘南ベルマーレ   
⑤190cm　⑥88kg

選手
井上  真弥
（いのうえ  しんや）　男
①昭和57年3月6日（28歳）
②京都府　③花山中学校（京
都府）→東山高校（京都府）→
大阪学院大学　④フリー
⑤177cm　⑥71kg

選手
長谷川  徳海
（はせがわ  よしうみ）　男
①昭和59年8月23日（26歳）
②新潟県　③西中学校（新潟
県）→中越高校（新潟県）→中
央学院大学　④フリー
⑤186cm　⑥85kg

選手
浦田  聖子
（うらた  さとこ）　女
①昭和55年12月22日（29歳）
②佐賀県　③共栄学園中学校
（東京都）→共栄学園高校（東
京都）　④フリー　⑤175cm   
⑥63kg

選手
西堀  健実
（にしぼり  たけみ）　女
①昭和56年8月20日（29歳）
②長野県　③裾花中学校（長
野県）→古川学園高校（宮城県）   
④フリー   ⑤170cm   ⑥60kg

選手
田中  姿子
（たなか  しなこ）　女
①昭和50年7月28日（35歳）
②埼玉県　③霞ヶ関中学校（埼
玉県）→川越商業高校（埼玉県）   
④エコ計画　⑤172cm
⑥62kg

選手
溝江  明香
（みぞえ  さやか）　女
①平成2年7月16日（20歳）
②東京都　③真光寺中学校（東
京都）→駒場高校（東京都）→
産業能率大学（2年）　④産業
能率大学   ⑤176cm   ⑥66kg




