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Handball (Men)
ハンドボール 【男子】

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
【
男
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 − 6名 22名

チームリーダー
川上  憲太
（かわかみ  けんた）　男
①昭和22年11月15日（62歳）
②東京都　③修道高校（広島
県）→慶応義塾大学　④㈶日
本ハンドボール協会

チームリーダー
西窪  勝広
（にしくぼ  かつひろ）　男
①昭和29年7月22日（55歳）
②鹿児島県　③隼人工業高校
（鹿児島県）→中央大学　④オ
ムロンリレーアンドデバイス
㈱　⑧ハンドボールコーチ

監督
酒巻  清治
（さかまき  きよはる）　男
①昭和37年5月7日（48歳）
②愛知県　③愛知高校（愛知
県）→中京大学　④トヨタ車
体㈱　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ハンドボールコーチ

コーチ
中山  剛
（なかやま  つよし）　男
①昭和44年7月4日（41歳）
②広島県　③久留米工大附属
高校（福岡県）→福岡大学　　
④湧永製薬㈱　⑧ハンドボー
ルコーチ

総務
近藤  恒俊
（こんどう  ひさとし）　男
①昭和47年1月26日（38歳）
②東京都　③東京農業大学第
一高校（東京都）→東京農業大
学　④大崎電気工業㈱　⑧ハ
ンドボールコーチ

トレーナー
赤尾  和彦
（あかお  かずひこ）　男
①昭和41年9月29日（44歳）
②東京都　③関西高校（岡山
県）→日本体育大学   ④㈱TFA
カンパニー　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
篠内  克行
（しのうち  かつゆき）　男
①昭和57年2月3日（28歳）
②茨城県　③けやき台中学校
（茨城県）→伊奈高校（茨城県）
→日本体育大学　④大崎電気
工業㈱　⑤176cm　⑥77kg

選手
松村  昌幸
（まつむら  まさゆき）　男
①昭和53年12月13日（31歳）
②福岡県　③花畑中学校（福
岡県）→久留米工業大学附属
高校（福岡県）→福岡大学　　
④湧永製薬㈱　⑤188cm
⑥90kg

選手
坪根  敏宏
（つぼね  としひろ）　男
①昭和48年6月4日（36歳）
②福岡県　③諏訪中学校（福
岡県）→久留米工業大学付属
高校（福岡県）→福岡大学　　
④トヨタ車体㈱　⑤188cm　
⑥96kg

選手
末松  誠
（すえまつ  まこと）　男
①昭和57年3月19日（28歳）
②大分県　③山ノ手中学校
（大分県）→大分国際情報高校
（大分県）→国士舘大学　④大
同特殊鋼㈱　⑤179cm
⑥78kg

選手
岸川  英誉
（きしがわ  ひでのり）　男
①昭和59年10月28日（26歳）
②栃木県　③石橋中学校（栃
木県）→国学院大学栃木高校
（栃木県）→早稲田大学　④大
同特殊鋼㈱　⑤188cm
⑥92kg

選手
宮﨑  大輔
（みやざき  だいすけ）　男
①昭和56年6月6日（29歳）
②大分県　③明野中学校（大
分県）→大分国際情報高校（大
分県）　④大崎電気工業㈱
⑤173cm　⑥75kg
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Handball (Men)
ハンドボール 【男子】

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
【
男
子
】

選手
門山  哲也
（かどやま  てつや）　男
①昭和58年10月22日（27歳）
②埼玉県　③吉川市立南中学
校（埼玉県）→市立浦和高校（埼
玉県）→日本大学　④トヨタ
車体㈱　⑤186cm　⑥92kg

選手
武田  享
（たけだ  とおる）　男
①昭和57年9月17日（28歳）
②山形県　③東根市立第一中
学校（山形県）→東根工業高校
（山形県）→国士舘大学　④大
同特殊鋼㈱　⑤192cm
⑥88kg

選手
森  淳
（もり  じゅん）　男
①昭和62年3月12日（23歳）
②大阪府　③難波中学校（大
阪府）→此花学院高校（大阪府）
→大阪体育大学　④大崎電気
工業㈱　⑤189cm　⑥95kg

選手
富田  恭介
（とみた  きょうすけ）　男
①昭和58年11月11日（27歳）
②群馬県　③富岡市立南中学
校（群馬県）→富岡高校（群馬
県）→中部大学　④トヨタ車      
体㈱　⑤190cm　⑥92kg

選手
藤田  聖史
（ふじた  さとし）　男
①昭和57年12月24日（27歳）
②鹿児島県　③日当山中学校
（鹿児島県）→国分高校（鹿児
島県）→中部大学　④トヨタ
車体㈱　⑤188cm　⑥94kg

選手
村上  秀行
（むらかみ  ひでゆき）　男
①昭和56年6月16日（29歳）
②大阪府　③井高野中学校（大
阪府）→北陽高校（大阪府）→
大阪経済大学　④トヨタ紡織
九州㈱　⑤172cm　⑥68kg

選手
東長濱  秀作
（ひがしながはま  しゅうさく）　男
①昭和59年2月3日（26歳）
②沖縄県　③浦西中学校（沖
縄県）→興南高校（沖縄県）→
日本体育大学　④湧永製薬㈱   
⑤185cm　⑥84kg

選手
野村  喜亮
（のむら  よしあき）　男
①昭和62年1月22日（23歳）
②山口県　③住吉中学校（山
口県）→下松工業高校（山口県）
→早稲田大学　④大同特殊鋼
㈱　⑤186cm　⑥83kg

選手
豊田  賢治
（とよだ  けんじ）　男
①昭和54年12月24日（30歳）
②埼玉県　③中野中学校（埼
玉県）→浦和学院高校（埼玉県）
→国士舘大学　④大崎電気工
業㈱　⑤181cm　⑥81kg

選手
海道  衛秀
（かいどう  もりひで）　男
①昭和59年7月14日（25歳）
②富山県　③西條中学校（富
山県）→氷見高校（富山県）→
筑波大学　④トヨタ紡織九州
㈱　⑤173cm　⑥68kg
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Handball (Women)
ハンドボール 【女子】

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
【
女
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 16名 4名 20名

監督
黄  慶泳
（ファン  キョンヨン）　男
①昭和44年2月28日（41歳）
②大韓民国　③韓国体育大学
校　④オムロンリレーアンド
デバイス㈱　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
小薮  憲次
（こやぶ  けんじ）　男
①昭和51年6月22日（34歳）
②長崎県　③桃山学院高校（大
阪府）→中央大学　④ソニー
セミコンダクタ九州㈱　⑧ハ
ンドボールコーチ

トレーナー
髙野内  俊也
（たかのうち  としや）　男
①昭和39年9月13日（46歳）
②埼玉県　③日本大学鶴ヶ丘
高校（東京都）→独協大学　　
④㈶日本予防医学協会　⑧ア
スレティックトレーナー

技術スタッフ
小笠原  一生
（おがさわら  いっせい）　男
①昭和54年8月2日（31歳）
②広島県　③呉宮原高校（広
島県）→筑波大学　④国立ス
ポーツ科学センター　⑧アス
レティックトレーナー

選手
田代  ひろみ
（たしろ  ひろみ）　女
①昭和57年3月15日（28歳）
②大阪府　③高槻市立第三中
学校（大阪府）→四天王寺高校
（大阪府）　④㈱北國銀行
⑤179cm　⑥75kg

選手
藤間  かおり
（ふじま  かおり）　女
①昭和57年7月6日（28歳）
②大分県　③原川中学校（大
分県）→大分鶴崎高校（大分県）   
④オムロンリレーアンドデバ
イス㈱　⑤173cm　⑥68kg

選手
毛利  久美
（もうり  くみ）　女
①昭和60年1月17日（25歳）
②岡山県　③京山中学校（岡
山県）→明誠学院高校（岡山県）
→福岡教育大学　④㈱ケーヒ
ン　⑤169cm　⑥79kg

選手
新城  明奈
（しんじょう  あきな）　女
①昭和58年9月10日（27歳）
②沖縄県　③那覇中学校（沖
縄県）→那覇高校（沖縄県）→
福岡教育大学　④㈱サニクリ
ーン広島   ⑤163cm   ⑥61kg

選手
若松  里佳
（わかまつ  りか）　女
①昭和59年6月10日（26歳）
②富山県　③堀川中学校（富
山県）→高岡向陵高校（富山県）   
④㈱北國銀行　⑤160cm　　
⑥54kg

選手
東濵  裕子
（ありはま  ゆうこ）　女
①昭和59年8月18日（26歳）
②沖縄県　③神森中学校（沖
縄県）→陽明高校（沖縄県）　
④オムロンリレーアンドデバ
イス㈱　⑤177cm　⑥60kg

選手
横嶋  かおる
（よこしま  かおる）　女
①昭和60年12月11日（24歳）
②大阪府　③堀川中学校（富
山県）→高岡向陵高校（富山県）   
④㈱北国銀行　⑤161cm　　
⑥61kg

選手
植垣  暁恵
（うえがき  あきえ）　女
①昭和59年7月25日（26歳）
②大阪府　③大浜中学校（大
阪府）→宣真高校（大阪府）→
大阪教育大学　④オタフクソ
ース㈱　⑤172cm　⑥65kg
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Handball (Women)
ハンドボール 【女子】

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
【
女
子
】

選手
塩田  沙代
（しおた  さよ）　女
①平成元年3月21日（21歳）
②香川県　③勝賀中学校（香
川県）→高松商業高校（香川県）   
④㈱香川銀行　⑤172cm
⑥63kg

選手
藤井  紫緒
（ふじい  しお）　女
①昭和60年3月27日（25歳）
②大阪府　③大浜中学校（大
阪府）→宣真高校（大阪府）→
東京女子体育大学　④オムロ
ンリレーアンドデバイス㈱　   
⑤164cm　⑥61kg

選手
伊藤  亜衣美
（いとう  あいみ）　女
①昭和58年5月7日（27歳）
②三重県　③北勢中学校（三
重県）→暁高校（三重県）→武
庫川女子大学　④東洋電装㈱   
⑤168cm　⑥65kg

選手
早船  愛子
（はやふね  あいこ）　女
①昭和55年1月23日（30歳）
②富山県　③南部中学校（富
山県）→氷見高校（富山県）→
筑波大学　④レオン  バロン
マノ　⑤166cm　⑥58kg

選手
石立  真悠子
（いしたて  まゆこ）　女
①昭和62年1月18日（23歳）
②福井県　③明倫中学校（福
井県）→小松市立高校（石川県）
→筑波大学　④オムロンリレ
ーアンドデバイス㈱
⑤166cm　⑥56kg

選手
巻  加理奈
（まき  かりな）　女
①昭和57年7月13日（28歳）
②熊本県　③小川中学校（熊
本県）→熊本市立高校（熊本県）   
④オムロンリレーアンドデバ
イス㈱　⑤168cm　⑥68kg

選手
中村  香理
（なかむら  かおり）　女
①昭和54年7月25日（31歳）
②群馬県　③文化女子大学附
属杉並中学校（東京都）→文化
女子大学附属杉並高校（東京
都）→国士舘大学　④㈱北國
銀行　⑤169cm　⑥61kg

選手
髙橋  恵
（たかはし  めぐみ）　女
①昭和61年7月14日（24歳）
②東京都　③鹿骨中学校（東
京都）→桜花学園高校（愛知県）
→筑波大学　④ソニーセミコ
ンダクタ九州㈱　⑤160cm　
⑥61kg




