
56 The 16th Asian Games Guangzhou 2010

Wrestling
レスリング

レ
ス
リ
ン
グ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

14名 4名 10名 28名

監督
佐藤  満
（さとう  みつる）　男
①昭和36年12月21日（48歳）
②秋田県　③秋田商業高校（秋
田県）→日本体育大学→日本
体育大学大学院　④専修大学   
⑦アシスタントナショナルコ
ーチ

コーチ
田南部  力
（たなべ  ちから）　男
①昭和50年4月20日（35歳）
②北海道　③北海道岩見沢農
業高校（北海道）→日本体育大
学　④警視庁

コーチ
井上  謙二
（いのうえ  けんじ）　男
①昭和51年11月5日（34歳）
②京都府　③網野高校（京都
府）→日本大学　④自衛隊体
育学校

監督
伊藤  広道
（いとう  ひろみち）　男
①昭和38年11月1日（47歳）
②岐阜県　③中津商業高校（岐
阜県）　④自衛隊体育学校

コーチ
元木  康年
（もとき  やすとし）　男
①昭和44年12月23日（40歳）
②山形県　③庄内農業高校（山
形県）　④自衛隊体育学校

監督
栄  和人
（さかえ  かずひと）　男
①昭和35年6月19日（50歳）
②鹿児島県　③鹿児島商工高
校（鹿児島県）→日本体育大学   
④至学館大学

コーチ
藤川  健治
（ふじかわ  けんじ）　男
①昭和38年1月19日（47歳）
②徳島県　③辻高校（徳島県）
→東洋大学　④自衛隊体育学
校

コーチ
木名瀬  重夫
（きなせ  しげお）　男
①昭和36年5月5日（49歳）
②茨城県　③土浦日本大学高
校（茨城県）→日本大学　④㈶
日本レスリング協会　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
吉田  栄勝
（よしだ  えいかつ）　男
①昭和27年3月22日（58歳）
②青森県　③八戸電波工業高
校（青森県）→専修大学　④ア
イシン・エィ・ダブリュ㈱　
⑦アシスタントナショナルコ
ーチ

トレーナー
川﨑  淳
（かわさき  あつし）　男
①昭和51年8月17日（34歳）
②千葉県　③志学館高校（千
葉県）　④㈱ハンズコーポレ
ーション

選手
稲葉  泰弘
（いなば  やすひろ）　男
①昭和60年10月21日（25歳）
②茨城県　③石下西中学校（茨
城県）→霞ヶ浦高校（茨城県）
→専修大学　④警視庁
⑤162cm　⑥55kg

選手
小田  裕之
（おだ  ひろゆき）　男
①昭和63年6月8日（22歳）
②三重県　③久居中学校（三
重県）→光星学院高校（青森県）
→国士舘大学（4年）　④国士
舘大学　⑤162cm　⑥60kg
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選手
米満  達弘
（よねみつ  たつひろ）　男
①昭和61年8月5日（24歳）
②山梨県　③吉田中学校（山
梨県）→韮崎工業高校（山梨県）
→拓殖大学　④自衛隊体育学
校　⑤169cm　⑥66kg

選手
長島  和幸
（ながしま  かずゆき）　男
①昭和56年9月25日（29歳）
②群馬県　③毛里田中学校（群
馬県）→館林高校（群馬県）→
早稲田大学　④クリナップ㈱   
⑤176cm　⑥74kg

選手
松本  篤史
（まつもと  あつし）　男
①昭和63年3月24日（22歳）
②群馬県　③千代田中学校（群
馬県）→館林高校（群馬県）→
日本体育大学　④綜合警備保
障㈱　⑤181cm　⑥84kg

選手
磯川  孝生
（いそかわ  たかお）　男
①昭和59年6月10日（26歳）
②熊本県　③東部中学校（熊
本県）→日本文理大学付属高
校（大分県）→拓殖大学　④徳
山大学　⑤177cm　⑥96kg

選手
荒木田  進謙
（あらきだ  のぶよし）　男
①昭和63年3月26日（22歳）
②青森県　③八戸市立東中学
校（青森県）→光星学院高校（青
森県）→専修大学（4年）　④専
修大学　⑤179cm　⑥120kg

選手
長谷川  恒平
（はせがわ  こうへい）　男
①昭和59年11月22日（25歳）
②静岡県　③焼津中学校（静
岡県）→焼津中央高校（静岡県）
→青山学院大学→日本体育大
学大学院　④福一漁業㈱　　
⑤164cm　⑥55kg

選手
松本  隆太郎
（まつもと  りゅうたろう）　男
①昭和61年1月16日（24歳）
②群馬県　③千代田中学校（群
馬県）→館林高校（群馬県）→
日本体育大学→日本体育大学
大学院　④群馬ヤクルト販売
㈱　⑤168cm　⑥60kg

選手
藤村  義
（ふじむら  つとむ）　男
①昭和57年3月28日（28歳）
②山口県　③田布施中学校（山
口県）→田布施農業高校（山口
県）→徳山大学　④自衛隊体
育学校　⑤174cm　⑥66kg

選手
鶴巻  宰
（つるまき  つかさ）　男
①昭和59年5月19日（26歳）
②山形県　③米沢市立第四中
学校（山形県）→米沢工業高校
（山形県）→国士舘大学　④自
衛隊体育学校　⑤182cm　　
⑥74kg

選手
齋川  哲克
（さいかわ  のりかつ）　男
①昭和61年3月11日（24歳）
②栃木県　③佐野市立西中学
校（栃木県）→足利工業高校（栃
木県）→日本体育大学　④両
毛ヤクルト販売㈱　⑤185cm   
⑥84kg

選手
北村  克哉
（きたむら  かつや）　男
①昭和60年12月14日（24歳）
②東京都　③西宮中学校（東
京都）→日本工業大学付属東
京工業高校（東京都）→専修大
学　④㈱ドン・キホーテ　　
⑤182cm　⑥96kg

選手
新庄  寛和
（しんじょう  ひろかず）　男
①昭和57年10月11日（28歳）
②大阪府　③交野第2中学校
（大阪府）→南京都高校（京都
府）→国士舘大学　④自衛隊
体育学校　⑤183cm
⑥120kg
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選手
坂本  日登美
（さかもと  ひとみ）　女
①昭和56年1月4日（29歳）
②青森県　③白銀中学校（青
森県）→八戸工業大学第一高
校（青森県）→中京女子大学　
④自衛隊体育学校　⑤156cm   
⑥48kg

選手
吉田  沙保里
（よしだ  さおり）　女
①昭和57年10月5日（28歳）
②三重県　③一志中学校（三
重県）→久居高校（三重県）→
中京女子大学　④綜合警備保
障㈱　⑤157cm　⑥55kg

選手
西牧  未央
（にしまき  みお）　女
①昭和62年7月15日（23歳）
②大阪府　③関西大学第一中
学校（大阪府）→至学館高校（愛
知県）→中京女子大学→至学
館大学大学院（1年）　④至学
館大学大学院　⑤161cm
⑥66kg

選手
浜口  京子
（はまぐち  きょうこ）　女
①昭和53年1月11日（32歳）
②東京都　③武蔵野中学校（東
京都）　④㈱ジャパンビバレ
ッジ　⑤170cm　⑥72kg




