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Gymnastics-Artistic
体操／体操競技

体
操
／
体
操
競
技

男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 6名 8名 20名

男子監督
立花  泰則
（たちばな  やすのり）　男
①昭和38年10月7日（47歳）
②岩手県　③愛知高校（愛知
県）→日本体育大学→日本体
育大学大学院　④（医）徳洲会   
⑧体操上級コーチ

男子コーチ
佐藤  寿治
（さとう  としはる）　男
①昭和44年3月19日（41歳）
②大阪府　③市立船橋高校（千
葉県）→日本大学　④㈱コナ
ミスポーツ＆ライフ

男子コーチ
冨田  洋之
（とみた  ひろゆき）　男
①昭和55年11月21日（29歳）
②大阪府　③洛南高校（京都
府）→順天堂大学→順天堂大
学大学院　④順天堂大学　　
⑦専任コーチングディレクタ
ートップアスリート担当

男子トレーナー
宮武  誠
（みやたけ  まこと）　男
①昭和47年6月9日（38歳）
②香川県　③大手前高校（香
川県）→日本体育大学　④IGC
鍼灸接骨院

選手
中瀬  卓也
（なかせ  たくや）　男
①昭和57年11月19日（27歳）
②滋賀県　③日吉中学校（滋
賀県）→栗東高校（滋賀県）→
日本体育大学→日本体育大学
大学院　④（医）徳洲会
⑤165cm　⑥63kg

選手
渡邊  恭一
（わたなべ  きょういち）　男
①昭和62年4月9日（23歳）
②埼玉県　③指扇中学校（埼
玉県）→埼玉栄高校（埼玉県）
→順天堂大学　④（医）徳洲会   
⑤160cm　⑥54kg

選手
出口  諒財
（でぐち  りょうたか）　男
①平成2年2月27日（20歳）
②大阪府　③清風中学（大阪
府）→清風高校（大阪府）→日
本体育大学（3年）　④日本体
育大学　⑤154cm　⑥52kg

選手
水鳥  寿思
（みずとり  ひさし）　男
①昭和55年7月22日（30歳）
②静岡県　③末広中学校（静
岡県）→関西高校（岡山県）→
日本体育大学→日本体育大学
大学院　④（医）徳洲会
⑤172cm　⑥64kg

選手
桑原  俊
（くわはら  しゅん）　男
①昭和56年10月28日（29歳）
②熊本県　③人吉第二中学校
（熊本県）→南稜高校（熊本県）
→日本体育大学→日本体育大
学大学院　④（医）徳洲会
⑤170cm　⑥64kg

選手
馬場  亮輔
（ばば  りょうすけ）　男
①昭和59年2月4日（26歳）
②新潟県　③田上中学校（新
潟県）→埼玉栄高校（埼玉県）
→早稲田大学　④㈱コナミス
ポーツ＆ライフ　⑤170cm　
⑥67kg
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Gymnastics-Artistic
体操／体操競技

体
操
／
体
操
競
技

女子コーチ
バツラー  セルギー
（バツラー  セルギー）　男
①昭和44年2月28日（41歳）
②ウクライナ　③ウクライナ
州立体育大学　④㈶日本体操
協会　⑦アシスタントナショ
ナルコーチ

女子コーチ
コジッチ  アリーナ
（コジッチ  アリーナ）　女
①昭和62年12月16日（22歳）
②ウクライナ　③ウクライナ
国立体育スポーツ大学　④㈶
日本体操協会　⑦専任コーチ
ングディレクタージュニアア
スリート担当

女子コーチ
塩山  勝
（しおやま  まさる）　男
①昭和45年9月8日（40歳）
②福岡県　③洛南高校（京都
府）→九州共立大学　④塚原
体操センター　⑧体操コーチ

女子トレーナー
付  鴻飛
（フ  ホンフェイ）　男
①昭和56年3月6日（29歳）
②中華人民共和国　③河南省
南楽県一中（高校・中国）
④㈶日本体操協会　⑦専任メ
ディカルスタッフ（トレーナ
ー）

選手
鶴見  虹子
（つるみ  こうこ）　女
①平成4年9月28日（18歳）
②埼玉県　③藤村女子中学校
（東京都）→大智学園高校（東
京都）　④朝日生命体操クラ
ブ　⑤141cm　⑥34kg

選手
新竹  優子
（しんたけ  ゆうこ）　女
①平成3年4月20日（19歳）
②大阪府　③東三国中学校（大
阪府）→羽衣学園高校（大阪府）
→羽衣国際大学（1年）　④羽
衣国際大学　⑤154cm
⑥40kg

選手
田中  理恵
（たなか  りえ）　女
①昭和62年6月11日（23歳）
②和歌山県　③紀伊中学校（和
歌山県）→和歌山北高校（和歌
山県）→日本体育大学→日本
体育大学大学院（1年）　④日
本体育大学大学院　⑤156cm   
⑥47kg

選手
山岸  舞
（やまぎし  まい）　女
①平成4年5月5日（18歳）
②千葉県　③新曽中学校（埼
玉県）→鹿島学園高校（茨城県）   
④羽衣体操クラブ　⑤141cm   
⑥34kg

選手
小沢  茂々子
（おざわ  ももこ）　女
①平成3年6月4日（19歳）
②埼玉県　③富士見市立西中
学校（埼玉県）→戸田翔陽高校
（埼玉県）　④戸田市体操協会   
⑤153cm　⑥44kg

選手
大島  杏子
（おおしま  きょうこ）　女
①昭和61年8月5日（24歳）
②東京都　③藤村女子中学校
（東京都）→藤村女子高校（東
京都）→明星大学　④朝日生
命　⑤150cm　⑥40kg
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Gymnastics-Rhythmic
体操／新体操

体
操
／
新
体
操

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 4名 1名 5名

コーチ
香西  昌美
（こうざい  まさみ）　女
①昭和58年4月5日（27歳）
②神奈川県　③鶴見女子高校
（神奈川県）→東京女子体育大
学　④東京女子体育大学

選手
大貫  友梨亜
（おおぬき  ゆりあ）　女
①昭和61年1月11日（24歳）
②東京都　③井荻中学校（東
京都）→実践学園高校（東京都）
→東京女子体育大学　④東京
女子体育大学　⑤164cm
⑥49kg

選手
山口  留奈
（やまぐち  るな）　女
①平成4年9月2日（18歳）
②愛媛県　③高洲第一中学校
（千葉県）→千葉大宮高校（千
葉県）　④イオン　⑤163cm
⑥43kg

選手
穴久保  璃子
（あなくぼ  りこ）　女
①平成3年1月28日（19歳）
②千葉県　③泉谷中学校（千
葉県）→千葉大宮高校（千葉県）
→流通経済大学　④イオン
⑤171cm　⑥50kg

選手
小西  夏生
（こにし  なつき）　女
①平成4年6月17日（18歳）
②三重県　③高洲第一中学校
（千葉県）→千葉大宮高校（千
葉県）　④イオン　⑤172cm   
⑥49kg
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Gymnastics-Trampoline
体操／トランポリン

体
操
／
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン

男子選手 女子選手 役  員 合  計

2名 1名 1名 4名

チームリーダー
福井  直哉
（ふくい  なおや）　男
①昭和37年12月17日（47歳）
②石川県　③鹿西高校（石川
県）→大阪体育大学　④スポ
ーツデパートNF　⑦専任コー
チングディレクタートップア
スリート担当

選手
伊藤  正樹
（いとう  まさき）　男
①昭和63年11月2日（22歳）
②東京都　③大泉中学校（東
京都）→金沢学院東高校（石川
県）→金沢学院大学（4年）　　
④金沢学院大学　⑤167cm　
⑥62kg

選手
外村  哲也
（そとむら  てつや）　男
①昭和59年10月9日（26歳）
②東京都　③江戸崎中学校（茨
城県）→東京農業大学第一高
校（東京都）→日本体育大学　
④日本プロトレーナー協会　
⑤165cm　⑥57kg

選手
山田  紗菜
（やまだ  あやな）　女
①平成4年6月27日（18歳）
②東京都　③大泉中学校（東
京都）→北陸学院高校（石川県・
3年）　④北陸学院高校
⑤160cm　⑥51kg




