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Rugby Football (Men)
ラグビーフットボール 【男子】
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男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 − 4名 16名

監督
村田  亙
（むらた  わたる）　男
①昭和43年1月25日（42歳）
②福岡県　③東福岡高校（福
岡県）→専修大学→筑波大学
大学院　④㈶ヤマハ発動機ス
ポーツ振興財団　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
岩渕  健輔
（いわぶち  けんすけ）　男
①昭和50年12月30日（34歳）
②東京都　③青山学院高等部
（東京都）→青山学院大学→ケ
ンブリッジ大学　④㈶日本ラ
グビーフットボール協会

ドクター
田崎  篤
（たさき  あつし）　男
①昭和46年5月15日（39歳）
②東京都　③麻布高校（東京
都）→日本医科大学　④聖路
加国際病院　⑧スポーツドク
ター

トレーナー
南川  真一
（みなみかわ  しんいち）　男
①昭和42年9月3日（43歳）
②福岡県　③東福岡高校（福
岡県）→米田柔整専門学校→
森ノ宮医療専門学校　④南川
鍼灸・整骨院

選手
桑水流  裕策
（くわずる  ゆうさく）　男
①昭和60年10月23日（25歳）
②鹿児島県　③武中学校（鹿
児島県）→鹿児島工業高校（鹿
児島県）→福岡大学　④コカ･
コーラウエスト販売機器サー
ビス㈱　⑤188cm　⑥94kg

選手
和田  耕二
（わだ  こうじ）　男
①昭和60年4月14日（25歳）
②福岡県　③城南中学校（福
岡県）→東福岡高校（福岡県）
→法政大学　④トヨタ自動車
㈱　⑤173cm　⑥76kg

選手
山内  貴之
（やまうち  たかゆき）　男
①昭和61年6月17日（24歳）
②秋田県　③天王南中学（秋
田県）→秋田中央高校（秋田県）
→東海大学　④トヨタ自動車
㈱　⑤182cm　⑥85kg

選手
成田  秀悦
（なりた  しゅうえつ）　男
①昭和59年8月29日（26歳）
②秋田県　③男鹿南中学校（秋
田県）→秋田工業高校（秋田県）
→法政大学　④サントリービ
ジネスエキスパート㈱
⑤169cm　⑥69kg

選手
宇薄  岳央
（うすずき  たけひさ）　男
①昭和60年9月28日（25歳）
②大阪府　③西陵中学校（大
阪府）→東海大学附属仰星高
校（大阪府）→同志社大学
④㈱東芝   ⑤180cm   ⑥88kg

選手
長友  泰憲
（ながとも  やすのり）　男
①昭和60年5月3日（25歳）
②宮崎県　③唐瀬原中学校（宮
崎県）→高鍋高校（宮崎県）→
中央大学　④サントリービジ
ネスエキスパート㈱
⑤176cm　⑥85kg

選手
仙波  智裕
（せんば  ともひろ）　男
①昭和57年10月26日（28歳）
②滋賀県　③大津市瀬田中学
（滋賀県）→八幡工業高校（滋賀
県）→同志社大学　④㈱東芝   
⑤183cm　⑥95kg

選手
北川  智規
（きたがわ  ともき）　男
①昭和58年7月25日（27歳）
②京都府　③洛西中学（京都
府）→東山学園高校（京都府）
→関東学院大学　④三洋電機
㈱　⑤174cm　⑥82kg
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Rugby Football (Men)
ラグビーフットボール 【男子】
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選手
正面  健司
（しょうめん  けんじ）　男
①昭和58年5月1日（27歳）
②大阪府　③守口市立第四中
学校（大阪府）→東海大仰星高
校（大阪府）→同志社大学　　
④㈱神戸製鋼所　⑤175cm　
⑥80kg

選手
今村  雄太
（いまむら  ゆうた）　男
①昭和59年10月31日（26歳）
②三重県　③塩浜中学校（三
重県）→四日市農芸高校（三重
県）→早稲田大学　④㈱神戸
製鋼所　⑤178cm　⑥93kg

選手
谷口  到
（たにぐち  いたる）　男
①昭和59年10月1日（26歳）
②茨城県　③瓜連中学校（茨
城県）→茗渓学園高校（茨城県）
→筑波大学　④㈱神戸製鋼所   
⑤190cm　⑥110kg

選手
友井川  拓
（ともいがわ  ひらく）　男
①昭和59年11月25日（25歳）
②神奈川県　③藤ヶ岡中学校
（神奈川県）→法政大学第二高
校（神奈川県）→法政大学　　
④NTTコミュニケーションズ
㈱　⑤168cm　⑥67kg
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Rugby Football (Women)
ラグビーフットボール 【女子】
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男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 12名 3名 15名

コーチ
黒岩  純
（くろいわ  じゅん）　男
①昭和38年11月2日（47歳）
②鹿児島県　③鹿屋高校（鹿
児島県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院　④流通経
済大学　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　⑧ラグビーフットボ
ールコーチ

トレーナー
磯  あすか
（いそ  あすか）　女
①昭和50年8月29日（35歳）
②東京都　③調布北高校（東
京都）→東京都立医療技術短
期大学　④フィジオセンター

総務
岸田  則子
（きしだ  のりこ）　女
①昭和21年3月18日（64歳）
②東京都　③お茶の水付属高
校（東京都）→成蹊大学　④㈶
日本ラグビーフットボール協
会

選手
岡田  真実
（おかだ  まみ）　女
①昭和55年2月5日（30歳）
②愛知県　③桜山中学校（愛
知県）→市邨学園高校（愛知県）
→平成医療専門学院　④（医）
ミズタニ水谷病院　⑤167cm   
⑥64kg

選手
鈴木  彩香
（すずき  あやか）　女
①平成元年9月30日（21歳）
②神奈川県　③寛政中学校（神
奈川県）→鶴見高校（神奈川県）
→関東学院大学（3年）　④関
東学院大学　⑤168cm
⑥60kg

選手
藤﨑  朱里
（ふじさき  あかり）　女
①昭和59年10月16日（26歳）
②長崎県　③小ケ倉中学校（長
崎県）→長崎女子高校（長崎県）
→東海大学　④㈱購買戦略研
究所　⑤168cm　⑥68kg

選手
横山  里菜子
（よこやま  りなこ）　女
①昭和62年7月14日（23歳）
②宮城県　③つきみ野中学校
（神奈川県）→大和高校（神奈
川県）→東海大学（4年）　④東
海大学　⑤163cm　⑥57kg

選手
田中  彩子
（たなか  あやこ）　女
①平成元年4月2日（21歳）
②アメリカ合衆国　③桐光学
園中学校（神奈川県）→桐光学
園高校（神奈川県）→日本体育
大学（2年）　④日本体育大学
⑤158cm　⑥50kg

選手
井上  愛美
（いのうえ  ちかみ）　女
①平成3年4月10日（19歳）
②東京都　③旭中学校（千葉
県）→鎌ケ谷高校（千葉県）→
流通経済大学（1年）　④流通
経済大学   ⑤167cm   ⑥59kg

選手
冨田  真紀子
（とみた  まきこ）　女
①平成3年8月2日（19歳）
②千葉県　③跡見学園中学校
（東京都）→跡見学園高校（東
京都）→早稲田大学（1年）
④早稲田大学　⑤170cm
⑥61kg

選手
山口  真理恵
（やまぐち  まりえ）　女
①平成元年10月22日（21歳）
②神奈川県　③寛政中学校（神
奈川県）→立野高校（神奈川県）
→Australian College of Natural 
Therapies（1年）　④Austrailan 
College of Natural Therapies
⑤159cm　⑥53kg

選手
川野  杏吏
（かわの  あんり）　女
①平成4年2月28日（18歳）
②宮崎県　③臼井西中学校（千
葉県）→市立船橋高校（千葉県）
→順天堂大学（1年）　④順天
堂大学　⑤168cm　⑥64kg
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Rugby Football (Women)
ラグビーフットボール 【女子】
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選手
鈴木  実沙紀
（すずき  みさき）　女
①平成4年4月9日（18歳）
②東京都　③軽井沢中学校（神
奈川県）→市立船橋高校（千葉
県・3年）　④市立船橋高校
⑤163cm　⑥63kg

選手
三樹  加奈
（みつぎ  かな）　女
①平成4年6月28日（18歳）
②宮崎県　③富島中学校（宮
崎県）→高鍋農業高校（宮崎県     
・3年）　④高鍋農業高校　　
⑤172cm　⑥70kg

選手
加藤  慶子
（かとう  けいこ）　女
①昭和63年8月7日（22歳）
②大阪府　③文の里中学校（大
阪府）→大阪工業大学高校（大
阪府）→法政大学（4年）　④法
政大学　⑤162cm　⑥57kg




