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Basketball (Men)
バスケットボール 【男子】

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
男
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 − 4名 16名

監督
ウィスマン  トーマス
（ウィスマン  トーマス）　男
①昭和24年3月28日（61歳）
②アメリカ合衆国　③イース
トニューメキシコ大学　④㈶
日本バスケットボール協会　
⑦専任コーチングディレクタ
ートップアスリート担当

コーチ
東野  智弥
（ひがしの  ともや）　男
①昭和45年9月9日（40歳）
②石川県　③北陸高校（福井
県）→早稲田大学→早稲田大
学院　④㈶日本バスケットボ
ール協会　⑧バスケットボー
ルコーチ

コーチ
東頭  俊典
（とうどう  しゅんすけ）　男
①昭和52年6月8日（33歳）
②北海道　③札幌藻岩高校（北
海道）→ローワン大学　④㈶
日本バスケットボール協会

総務
川島  健太
（かわしま  けんた）　男
①昭和49年3月9日（36歳）
②大阪府　③カシミアミドル
スクール（アメリカ）→雲雀丘
学園高校（兵庫県）→京都外国
語大学→インディアナ州立大
学大学院　④日本バスケット
ボールリーグ

選手
竹田  謙
（たけだ  けん）　男
①昭和53年10月5日（32歳）
②東京都　③西高津中学校（神
奈川県）→國學院大學久我山
高校（東京都）→青山学院大学   
④㈱リンクスポーツエンター
テインメント　⑤188cm　　
⑥80kg

選手
伊藤  俊亮
（いとう  しゅんすけ）　男
①昭和54年6月27日（31歳）
②京都府　③座間西中学校（神
奈川県）→大和高校（神奈川県）
→中央大学　④㈱リンクスポ
ーツエンターテインメント　
⑤204cm　⑥110kg

選手
木下  博之
（きのした  ひろゆき）　男
①昭和55年2月18日（30歳）
②大阪府　③南高安中学校（大
阪府）→桜宮高校（大阪府）→
日本体育大学　④パナソニッ
ク㈱　⑤178cm　⑥70kg

選手
網野  友雄
（あみの  ともお）　男
①昭和55年9月25日（30歳）
②東京都　③あきる野市立西
中学校（東京都）→東海大菅生
高校（東京都）→日本大学　　
④アイシン精機㈱　⑤194cm   
⑥89kg

選手
田臥  勇太
（たぶせ  ゆうた）　男
①昭和55年10月5日（30歳）
②神奈川県　③大道中学校（神
奈川県）→能代工業高校（秋田
県）　④㈱リンクスポーツエ
ンターテインメント
⑤173cm　⑥75kg

選手
桜井  良太
（さくらい  りょうた）　男
①昭和58年3月13日（27歳）
②三重県　③長島中学校（三
重県）→四日市工業高校（三重
県）→愛知学泉大学
④㈱Fantasia Entertainment   
⑤194cm　⑥75kg

選手
石崎  巧
（いしざき  たくみ）　男
①昭和59年7月6日（26歳）
②福井県　③大東中学校（福
井県）→北陸高校（福井県）→
東海大学　④㈱山陰スポーツ
ネットワーク　⑤188cm
⑥85kg

選手
岡田  優介
（おかだ  ゆうすけ）　男
①昭和59年9月17日（26歳）
②東京都　③牛込第二中学校
（東京都）→土浦日本大学高校
（茨城県）→青山学院大学　　
④トヨタ自動車㈱　⑤185cm   
⑥78kg



The 16th Asian Games Guangzhou 2010 53

Basketball (Men)
バスケットボール 【男子】

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
男
子
】

選手
竹内  公輔
（たけうち  こうすけ）　男
①昭和60年1月29日（25歳）
②大阪府　③佐井寺中学（大
阪府）→洛南高校（京都府）→
慶應義塾大学　④アイシン精
機㈱　⑤205cm　⑥98kg

選手
竹内  譲次
（たけうち  じょうじ）　男
①昭和60年1月29日（25歳）
②大阪府　③佐井寺中学（大
阪府）→洛南高校（京都府）→
東海大学　④㈱日立製作所　
⑤205cm　⑥98kg

選手
広瀬  健太
（ひろせ  けんた）　男
①昭和60年7月11日（25歳）
②島根県　③湖東中学校（島
根県）→松江東高校（島根県）
→青山学院大学　④パナソニ
ック㈱　⑤193cm　⑥90kg

選手
山田  大治
（やまだ  だいじ）　男
①昭和56年6月8日（29歳）
②大阪府　③歌島中学校（大
阪府）→大阪高校（大阪府）→
日本大学　④㈱Fantasia Enter-
tainment　⑤200cm
⑥105kg
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Basketball (Women)
バスケットボール 【女子】

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
女
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 12名 4名 16名

監督
中川  文一
（なかがわ  ふみかず）　男
①昭和22年10月6日（63歳）
②京都府　③京都城南高校（京
都府）→東京教育大学　④㈶
日本バスケットボール協会　
⑦専任コーチングディレクタ
ートップアスリート担当

コーチ
古海  五月
（ふるみ  さつき）　女
①昭和38年5月26日（47歳）
②長崎県　③鶴鳴女子高校（長
崎県）　④㈶日本バスケット
ボール協会　⑧バスケットボ
ールコーチ

総務
成井  千夏
（なるい  ちなつ）　女
①昭和57年6月20日（28歳）
②宮崎県　③鶴鳴女子高校（長
崎女子高校）（長崎県）　④JX
サンフラワーズ

トレーナー
清水  結
（しみず  ゆう）　女
①昭和52年2月7日（33歳）
②東京都　③関東国際高校（東
京都）→日本体育大学→東京
衛生学園専門学校　④㈶日本
バスケットボール協会　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

選手
石川  幸子
（いしかわ  さちこ）　女
①昭和53年8月18日（32歳）
②愛媛県　③三島東中学校（愛
媛県）→甲子園学院高校（兵庫
県）　④㈶日本バスケットボ
ール協会   ⑤178cm   ⑥68kg

選手
三谷  藍
（みたに  あい）　女
①昭和53年8月21日（32歳）
②千葉県　③高谷中学校（千
葉県）→市立船橋高校（千葉県）
→専修大学　④富士通レット
ウェーブ   ⑤182cm   ⑥68kg

選手
名木  洋子
（なぎ  ようこ）　女
①昭和57年5月9日（28歳）
②静岡県　③大里中学校（静
岡県）→常葉学園高校（静岡県）
→桜花学園大学　④富士通レ
ッドウェーブ　⑤175cm　　
⑥67kg

選手
大神  雄子
（おおが  ゆうこ）　女
①昭和57年10月17日（28歳）
②山形県　③第一中学校（山
形県）→桜花学園高校（愛知県）   
④JXサンフラワーズ
⑤170cm　⑥61kg

選手
櫻田  佳恵
（さくらだ  よしえ）　女
①昭和59年6月5日（26歳）
②静岡県　③常葉学園中学校
（静岡県）→常葉学園高校（静
岡県）→筑波大学　④豊田自
動車アンテロープス
⑤170cm　⑥62kg

選手
鈴木  あゆみ
（すずき  あゆみ）　女
①昭和60年10月14日（25歳）
②北海道　③もみじ台中学校
（北海道）→札幌山の手高校（北
海道）→筑波大学　④富士通
レッドウェーブ　⑤179cm
⑥69kg

選手
諏訪  裕美
（すわ  ひろみ）　女
①昭和60年12月5日（24歳）
②大阪府　③友渕中学校（大
阪府）→桜花学園高校（愛知県）   
④JXサンフラワーズ
⑤183cm　⑥86kg

選手
藤吉  佐緒里
（ふじよし  さおり）　女
①昭和62年4月9日（23歳）
②福岡県　③桜木中学校（熊
本県）→中村学園女子高校（福
岡県）　④シャンソン化粧品
シャンソンＶマジック
⑤178cm　⑥70kg
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Basketball (Women)
バスケットボール 【女子】

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
女
子
】

選手
吉田  亜沙美
（よしだ  あさみ）　女
①昭和62年10月9日（23歳）
②東京都　③東京成徳大中学
校（東京都）→東京成徳大高校
（東京都）　④JXサンフラワー
ズ　⑤165cm　⑥62kg

選手
高橋  礼華
（たかはし  れいか）　女
①昭和63年4月14日（22歳）
②福島県　③平野中学校（福
島県）→福島西高校（福島県）   
④日本航空JALラビッツ　　
⑤178cm　⑥65kg

選手
髙田  真希
（たかだ  まき）　女
①平成元年8月23日（21歳）
②愛知県　③豊橋北部中学校
（愛知県）→桜花学園高校（愛
知県）　④デンソーアイリス   
⑤183cm　⑥74kg

選手
間宮  佑圭
（まみや  ゆか）　女
①平成2年4月3日（20歳）
②長崎県　③東京成徳大学中
学校（東京都）→東京成徳大学
高校（東京都）　④JXサンフラ
ワーズ　⑤184cm　⑥73kg




