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Canoe-Kayak Sprint
カヌー／スプリント

カ
ヌ
ー
／
ス
プ
リ
ン
ト

男子選手 女子選手 役  員 合  計

7名 5名 2名 14名

監督
イスパス  オクタビアン  バジル
（イスパス  オクタビアン  バジル）　男
①昭和48年12月15日（36歳）
②ルーマニア　③ヴェスト体
育教育大学　④㈶日本オリン
ピック委員会　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
松代  尚也
（まつしろ  なおや）　男
①昭和40年4月16日（45歳）
②愛知県　③岡崎高校（愛知
県）→大正大学　④㈱フラッ
トウォーター

選手
鈴木  康大
（すずき  やすひろ）　男
①昭和60年10月6日（25歳）
②千葉県　③小見川中学校（千
葉県）→銚子商業高校（千葉県）
→立命館大学　④滋賀レイク
スターズ   ⑤180cm   ⑥83kg

選手
松下  桃太郎
（まつした  ももたろう）　男
①昭和63年3月3日（22歳）
②石川県　③松東中学校（石
川県）→小松商業高校（石川県）   
④石川県カヌー協会
⑤168cm　⑥75kg

選手
水本  圭治
（みずもと  けいじ）　男
①昭和63年4月7日（22歳）
②岩手県　③矢巾中学校（岩
手県）→不来方高校（岩手県）
→大正大学（4年）　④大正大
学　⑤175cm　⑥78kg

選手
渡邊  大規
（わたなべ  ひろき）　男
①昭和63年5月23日（22歳）
②山梨県　③上九一色中学校
（山梨県）→富士河口湖高校（山
梨県）→立命館大学（4年）　　
④立命館大学　⑤178cm
⑥76kg

選手
安保  泰斗
（あんぼ  たいと）　男
①昭和56年3月27日（29歳）
②秋田県　③八幡平中学校（秋
田県）→湘南高校（神奈川県）
④陸上自衛隊東部方面後方支
援隊　⑤180cm　⑥80kg

選手
阪本  直也
（さかもと  なおや）　男
①昭和63年6月29日（22歳）
②和歌山県　③上秋津中学校
（和歌山県）→神島高校（和歌
山県）→日本体育大学（4年）　
④日本体育大学　⑤177cm　
⑥75kg

選手
小梶  孝行
（こかじ  たかゆき）　男
①昭和61年11月15日（23歳）
②滋賀県　③聖徳中学校（滋
賀県）→八日市南高校（滋賀県）
→立命館大学（4年）　④立命
館大学　⑤170cm　⑥70kg

選手
北本  忍
（きたもと  しのぶ）　女
①昭和52年2月1日（33歳）
②兵庫県　③多田中学校（兵
庫県）→川西北陵高校（兵庫県）
→武庫川女子大学　④㈶富山
県体育協会　⑤163cm
⑥60kg

選手
大村  朱澄
（おおむら  あすみ）　女
①平成元年11月11日（21歳）
②静岡県　③本川根中学校（静
岡県）→川根高校（静岡県）→
早稲田大学（3年）　④早稲田
大学　⑤168cm　⑥62kg

選手
柿崎  史穂
（かきざき  しほ）　女
①昭和61年7月22日（24歳）
②群馬県　③沼田東中学校（群
馬県）→高崎健康福祉大学高
崎高校（群馬県）→東京女子体
育大学　④㈶群馬県体育協会   
⑤167cm　⑥63kg
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Canoe-Kayak Sprint
カヌー／スプリント
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選手
久野  綾香
（くの  あやか）　女
①昭和62年12月8日（22歳）
②福島県　③東和中学校（福
島県）→安達高校（福島県）　
④㈱久野製作所　⑤167cm　
⑥63kg

選手
鈴木  祐美子
（すずき  ゆみこ）　女
①昭和51年1月13日（34歳）
②兵庫県　③淀川中学校（大
阪府）→旭高校（大阪府）→武
庫川女子大学　④ベストアメ
ニティ㈱   ⑤168cm   ⑥64kg
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Canoe-Kayak Slalom
カヌー／スラローム

カ
ヌ
ー
／
ス
ラ
ロ
ー
ム

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 1名 3名 8名

チームリーダー
春園  長公
（はるぞの  おさひろ）　男
①昭和26年12月20日（58歳）
②宮崎県　③小林高校（宮崎
県）→東京学芸大学　④大宮
北高校　⑧カヌー上級コーチ

監督
馬場  昭江
（ばば  あきえ）　女
①昭和37年6月14日（48歳）
②東京都　③日本大学第二高
等学園（東京都）→日本大学　
④㈱イオンリテール　⑧カヌ
ー上級コーチ

コーチ
クバン  ミラン
（クバン  ミラン）　男
①昭和51年10月19日（34歳）
②スロバキア　③CSL Brigady 
L.Mikulas→School of Electrical 
Engineering-Information Tech.
→Comenius大学→Comenius
大学　④㈶日本オリンピック委
員会　⑦専任コーチングディ
レクタートップアスリート担当

選手
矢澤  一輝
（やざわ  かずき）　男
①平成元年3月4日（21歳）
②長野県　③飯田西中学校（長
野県）→東野高校（埼玉県）→
駿河台大学（4年）　④駿河台
大学　⑤166cm　⑥64kg

選手
山田  亜沙妃
（やまだ  あさひ）　女
①昭和59年1月20日（26歳）
②千葉県　③流山市立北部中
学校（千葉県）→流通経済大学
付属柏高校（千葉県）→東京女
子体育大学　④㈶新潟県体育
協会　⑤158cm　⑥53kg

選手
羽根田  卓也
（はねだ  たくや）　男
①昭和62年7月17日（23歳）
②愛知県　③朝日丘中学校（愛
知県）→名鉄学園杜若高校（愛
知県）→コメンシス大学（2年）   
④㈱羽根田事務所／コメンシ
ス大学　⑤175cm　⑥67kg

選手
長尾  寛征
（ながお  ひろゆき）　男
①昭和55年8月28日（30歳）
②神奈川県　③芹が谷中学校
（神奈川県）→横浜商業高校（神
奈川県）→徳島文理大学
④戸塚高校　⑤170cm
⑥68kg

選手
三馬  正敏
（さんま  まさとし）　男
①昭和52年8月18日（33歳）
②徳島県　③鷲敷中学校（徳
島県）→那賀高校（徳島県）
④㈱藤井鉄工建設　⑤170cm   
⑥63kg
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Canoe-Dragon Boat
カヌー／ドラゴンボート

カ
ヌ
ー
／
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ト

男子選手 女子選手 役  員 合  計

24名 − 3名 27名

監督
大野  伊三男
（おおの  いさお）　男
①昭和21年6月3日（64歳）
②山形県　③米沢興譲館高校
（山形県）→明治学院大学　　
④㈳東京都港湾振興協会

コーチ
河田  英幸
（かわだ  ひでゆき）　男
①昭和38年11月28日（46歳）
②広島県　③盈進高校（広島
県）→旭川荘厚生専門学院　
④相生市立看護専門学校

総務
春名  圭太
（はるな  けいた）　男
①昭和53年3月9日（32歳）
②兵庫県　③山崎高校（兵庫
県）→相生市立看護専門学校   
④（医社）正仁会  明石土山病
院

選手
藤原  啓
（ふじわら  あきら）　男
①昭和55年7月5日（30歳）
②兵庫県　③太子東中学校（兵
庫県）→太子高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校　④（医
社）汐咲会  しおさきヴィラ
⑤182cm　⑥65kg

選手
木下  大輔
（きのした  だいすけ）　男
①昭和52年1月17日（33歳）
②兵庫県　③坂越中学校（兵
庫県）→上郡高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校　④IHI
播磨病院   ⑤172cm   ⑥78kg

選手
中野  有彦
（なかの  くにひこ）　男
①昭和51年12月27日（33歳）
②兵庫県　③那波中学校（兵
庫県）→岡山理科大学付属高
校（岡山県）→相生市立看護専
門学校　④（医社）魚橋会  魚
橋病院　⑤170cm　⑥70kg

選手
東海林  雅幸
（しょうじ  まさゆき）　男
①昭和53年11月16日（31歳）
②兵庫県　③播磨南中学校（兵
庫県）→東播磨高校（兵庫県）
→甲南大学→相生市看護専門
学校　④西播磨総合リハビリ
テーションセンター
⑤171cm　⑥89kg

選手
東  宏樹
（あずま  ひろき）　男
①昭和54年9月3日（31歳）
②兵庫県　③加古川市立中部
中学校（兵庫県）→姫路工業高
校（兵庫県）→関西国際大学→
相生市看護専門学校　④（医）
恵風会  高岡病院　⑤176cm   
⑥68kg

選手
山本  洋史
（やまもと  ひろし）　男
①昭和61年4月21日（24歳）
②兵庫県　③上郡中学校（兵
庫県）→上郡高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校　④西
播磨総合リハビリテーション
センター   ⑤168cm   ⑥62kg

選手
隱浪  博之
（いんなみ  ひろゆき）　男
①昭和54年3月12日（31歳）
②兵庫県　③菅野中学校（兵
庫県）→市川高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校　④神
崎総合病院　⑤172cm
⑥73kg

選手
東  正大
（ひがし  しょうた）　男
①昭和58年3月14日（27歳）
②兵庫県　③赤穂東中学校（兵
庫県）→相生産業高校（兵庫県）
→相生市立看護専門学校
④（医社）天馬会  半田中央病
院　⑤173cm　⑥80kg

選手
岸本  竜治
（きしもと  りゅうじ）　男
①昭和50年1月10日（35歳）
②兵庫県　③波賀中学校（兵
庫県）→伊和高校（兵庫県）　
④兵庫県立粒子線医療センタ
ー　⑤168cm　⑥76kg
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Canoe-Dragon Boat
カヌー／ドラゴンボート
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選手
岸本  哲也
（きしもと  てつや）　男
①昭和50年6月21日（35歳）
②兵庫県　③相生中学校（兵
庫県）→香住高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校　④岸
本かき工房　⑤172cm
⑥77kg

選手
安黒  和久
（あぐろ  かずひさ）　男
①昭和55年10月6日（30歳）
②兵庫県　③神戸小学校（兵
庫県）→山崎高校（兵庫県）　
④西播磨水道企業団
⑤170cm　⑥70kg

選手
山本  聡
（やまもと  さとし）　男
①昭和49年5月6日（36歳）
②兵庫県　③赤穂市立西中学
校（兵庫県）→赤穂高校（兵庫県）
→相生市立看護専門学校
④相生市看護専門学校
⑤161cm　⑥54kg

選手
松野  孝政
（まつの  たかまさ）　男
①昭和51年7月19日（34歳）
②兵庫県　③大白書中学校（兵
庫県）→夢前高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校　④（医
社）天馬会  半田中央病院　　
⑤180cm　⑥80kg

選手
井上  健
（いのうえ  たけし）　男
①昭和55年10月22日（30歳）
②兵庫県　③たつの市御津中
学校（兵庫県）→太子高校（兵
庫県）→姫路獨協大学→相生
市立看護専門学校　④姫路赤
十字病院   ⑤176cm   ⑥65kg

選手
池田  秀幸
（いけだ  ひでゆき）　男
①昭和50年5月10日（35歳）
②兵庫県　③龍野西中学校（兵
庫県）→相生高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校　④（医
社）魚橋会  魚橋病院
⑤170cm　⑥65kg

選手
藤井  一宏
（ふじい  かずひろ）　男
①昭和52年4月3日（33歳）
②兵庫県　③上郡中学校（兵
庫県）→上郡高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校
④（医）伯鳳会  赤穂中央病院   
⑤172cm　⑥71kg

選手
平山  勇人
（ひらやま  ゆうと）　男
①昭和63年11月20日（21歳）
②長崎県　③真城中学校（長
崎県）→諫早東高校（長崎県）
→相生市立看護専門学校　　
④（医）味木会  太子病院
⑤170cm　⑥61kg

選手
鈴木  悠矢
（すずき  ゆうや）　男
①平成元年7月25日（21歳）
②和歌山県　③富田中学校（和
歌山県）→田辺工業高校（和歌
山県）→相生市立看護専門学
校（3年）　④相生市立看護専
門学校　⑤161cm　⑥46kg

選手
千原  正樹
（ちはら  まさき）　男
①昭和48年11月13日（36歳）
②兵庫県　③山崎西中学校（兵
庫県）→山崎高校（兵庫県）→
宮崎産業経営大学→相生市立
看護専門学校　④（医）天馬会  
半田中央病院　⑤172cm　　
⑥94kg

選手
土井  良介
（どい  りょうすけ）　男
①昭和52年12月27日（32歳）
②兵庫県　③三日月中学校（兵
庫県）→佐用高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校
④（医）仙水会  赤穂仁泉病院   
⑤168cm　⑥62kg

選手
浦川  勇樹
（うらかわ  ゆうき）　男
①昭和63年2月16日（22歳）
②鳥取県　③湖東中学校（鳥
取県）→鳥取工業高校（鳥取県）
→相生市立看護専門学校
④（医）伯鳳会  赤穂中央病院   
⑤171cm　⑥60kg
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選手
藤本  竜也
（ふじもと  たつや）　男
①昭和63年11月7日（22歳）
②兵庫県　③大白書中学校（兵
庫県）→琴丘高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校
④（医）伯鳳会  赤穂中央病院   
⑤170cm　⑥64kg

選手
河野  弘光
（こうの  ひろみつ）　男
①昭和50年7月28日（35歳）
②兵庫県　③千種中学校（兵
庫県）→千種高校（兵庫県）→
相生市立看護専門学校　④（医
社）魚橋会  魚橋病院
⑤173cm　⑥82kg

選手
隅田  守明
（すみた  もりあき）　男
①昭和50年10月26日（35歳）
②兵庫県　③夢前中学校（兵
庫県）→岡山理科大学付属高
校（岡山県）→近畿大学豊岡短
期大学→相生市立看護専門学
校　④（医社）魚橋会  魚橋病
院　⑤180cm　⑥77kg




