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DIVING

水泳／飛込み

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 2名 10名

監督

馬淵  崇英 まぶち  スーエイ

昭和38年10月20日（46歳） 中華人民共和国 男

①上海体育技術運動学院中学部（中国）
→上海体育技術運動学院高校部（中
国）→神戸国際大学
②㈱ジェイエスエス

選手

岡本  優 おかもと  ゆう

昭和63年8月13日（21歳） 栃木県 男

①宇都宮市立陽南中学校（栃木県）→県
立宇都宮南高校（栃木県）→筑波大学
（3年）
②筑波大学
③165cm
④65kg
⑦1m飛板飛込み7位327.10P、3m飛板
飛込み4位423.85P

コーチ

野村  孝路 のむら  たかみち

昭和34年8月21日（50歳） 東京都 男

①国立群馬大学教育学部付属中学校（群
馬県）→私立東京農業大学第二高校
（群馬県）→群馬大学→群馬大学大学
院
②前橋市立永明小学校

選手

村上  和基 むらかみ  かずき

平成元年5月19日（20歳） 群馬県 男

①富岡市立南中学校（群馬県）→私立前
橋育英高校（群馬県）→上武大学（2年）
②上武大学
③155cm
④55kg
⑦10m高飛込み6位419.70P、3mシン
クロナイズドダイビング4位356.64P、
10mシンクロナイズドダイビング4位
401.82P

選手

坂井  丞 さかい  しょう

平成4年8月22日（17歳） 神奈川県 男

①相模原市立大野南中学校（神奈川県）
→私立麻布大学附属渕野辺高校（神
奈川県・2年）
②麻布大学附属渕野辺高校
③168cm
④53kg
⑦3m飛板飛込み5位419.90P、10m高飛
込み3位444.05P、3mシンクロナイズ
ドダイビング4位356.64P、10mシン
クロナイズドダイビング4位401.82P

選手

浅田  梨紗 あさだ  りさ

平成3年12月27日（17歳） 兵庫県 女

①川西市立清和台中学校（兵庫県）→私
立甲子園学院高校（兵庫県・3年）
②甲子園学院高校
③159cm
④49kg
⑦3mシンクロナイズドダイビング3位
282.75P、10mシンクロナイズドダ
イビング3位309.96P

選手

上野  太助 うえの  たいすけ

昭和62年8月31日（22歳） 栃木県 男

①宇都宮市立陽南中学校（栃木県）→私
立作新学院高校（栃木県）→日本体育
大学（4年）
②日本体育大学
③177cm
④75kg
⑦1m飛板飛込み5位344.90P、10m高
飛込み8位287.10P
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選手

渋沢  小哉芳 しぶさわ  さやか

昭和59年4月5日（25歳） 兵庫県 女

①金沢市立野田中学校（石川県）→都立
保谷高校（東京都）→日本大学

②セントラルスポーツNEXT21
③166cm
④58kg
⑦1m飛板飛込み3位249.05P、3m飛板
飛込み5位258.60P

選手

中川  真依 なかがわ  まい

昭和62年4月7日（22歳） 石川県 女

①小松市立中海中学校（石川県）→小松
市立高校（石川県）→金沢学院大学（4
年）

②金沢学院大学
③155cm
④52kg
⑦10m高飛込み4位335.15P、10mシン
クロナイズドダイビング3位309.96P

選手

馬淵  優佳 まぶち  ゆか

平成7年2月5日（14歳） 兵庫県 女

①宝塚市立宝塚中学校（兵庫県・3年）
②宝塚市立宝塚中学校
③162cm
④48kg
⑦1m飛板飛込み6位215.95P、3m飛板
飛込み3位280.55P、3mシンクロナ
イズドダイビング3位282.75P

FOOTBALL

サッカー

男子選手 女子選手 役  員 合  計

23名 － 6名 29名

チームリーダー

原  博実 はら  ひろみ

昭和33年10月19日（51歳） 栃木県 男

①黒磯市立黒磯中学校（栃木県）→県立
矢板東高校（栃木県）→早稲田大学
②㈶日本サッカー協会
⑥サッカー上級コーチ

監督

西村  昭宏 にしむら  あきひろ

昭和33年8月8日（51歳） 大阪府 男

①守口市立梶中学校（大阪府）→私立関
西大学付属北陽高校（大阪府）→大阪
体育大学
②㈶日本サッカー協会
⑥サッカー上級コーチ

コーチ

大熊  裕司 おおくま  ゆうじ

昭和44年1月19日（40歳） 埼玉県 男

①さいたま市立東浦和中学校（埼玉県）
→私立武南高校（埼玉県）→中央大学
②㈶日本サッカー協会
⑥サッカー上級コーチ
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選手

松本  拓也 まつもと  たくや

平成元年2月6日（20歳） 静岡県 男

①沼津市立第三中学校（静岡県）→私立
磐田東高校（静岡県）→順天堂大学（3
年）
②順天堂大学
③183cm
④76kg
⑦2位

選手

當間  建文 とうま  たけふみ

平成元年3月21日（20歳） 沖縄県 男

①那覇市立小禄中学校（沖縄県）→私立
東海大第五高校（福岡県）
②鹿島アントラーズ
③178cm
④72kg
⑦2位

選手

鎌田  翔雅 かまた  しょうま

平成元年6月15日（20歳） 神奈川県 男

①茅ヶ崎市立松浪中学校（神奈川県）→
県立寒川高校（神奈川県）
②湘南ベルマーレ
③172cm
④66kg
⑦2位

トレーナー

並木  磨去光 なみき  まさみつ

昭和41年10月29日（43歳） 埼玉県 男

①私立日本大学豊山中学校（東京都）→
私立日本大学豊山高校（東京都）→日
本大学
②㈲ナズー

総務

霜田  正浩 しもだ  まさひろ

昭和42年2月10日（42歳） 東京都 男

①豊島区立池袋中学校（東京都）→都立
高島高校（東京都）
②㈶日本サッカー協会
⑥サッカー上級コーチ

選手

大谷  幸輝 おおたに  こうき

平成元年4月8日（20歳） 熊本県 男

①さいたま市立大原中学校（埼玉県）→
私立ウィザス高校
②浦和レッドダイヤモンズ
③187cm
④83kg
⑦2位

ドクター

中野  和彦 なかの  かずひこ

昭和40年2月28日（44歳） 北海道 男

①西宮市立浜脇中学校（兵庫県）→私立
函館ラサール高校（北海道）→札幌医
科大学
②札幌西岡第一病院

選手

増田  卓也 ますだ  たくや

平成元年6月29日（20歳） 広島県 男

①広島市立亀崎中学校（広島県）→県立
広島皆実高校（広島県）→流通経済大
学（2年）
②流通経済大学
③183cm
④78kg
⑦2位
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選手

山村  和也 やまむら  かずや

平成元年12月2日（20歳） 長崎県 男

①雲仙市立国見中学校（長崎県）→県立
国見高校（長崎県）→流通経済大学（2
年）

②流通経済大学
③186cm
④76kg
⑦2位

選手

菅沼  駿哉 すがぬま  しゅんや

平成2年5月17日（19歳） 大阪府 男

①豊中市立第十一中学校（大阪府）→私
立箕面自由学園高校（大阪府）→早稲
田大学（1年）

②ガンバ大阪
③181cm
④75kg
⑦2位

選手

村松  大輔 むらまつ  たいすけ

平成元年12月16日（19歳） 静岡県 男

①焼津市立焼津中学校（静岡県）→県立
藤枝東高校（静岡県）

②湘南ベルマーレ
③176cm
④71kg
⑦2位

選手

鈴木  大輔 すずき  だいすけ

平成2年1月29日（19歳） 東京都 男

①金沢市立浅野川中学校（石川県）→私
立星稜高校（石川県）

②アルビレックス新潟
③181cm
④74kg
⑦2位

選手

比嘉  祐介 ひが  ゆうすけ

平成元年5月15日（20歳） 沖縄県 男

①名護市立大宮中学校（沖縄県）→私立
流通経済大学付属柏高校（千葉県）→
流通経済大学（2年）
②流通経済大学
③168cm
④67kg
⑦2位

選手

河井  陽介 かわい  ようすけ

平成元年8月4日（20歳） 静岡県 男

①藤枝市立青島中学校（静岡県）→県立
藤枝東高校（静岡県）→慶應義塾大学
（2年）
②慶應義塾大学
③165cm
④58kg
⑦2位

選手

山本  康裕 やまもと  こうすけ

平成元年10月29日（20歳） 静岡県 男

①浜松市立麁玉中学校（静岡県）→私立
磐田東高校（静岡県）
②ジュビロ磐田
③178cm
④76kg
⑦2位

選手

青木  拓矢 あおき  たくや

平成元年9月16日（20歳） 群馬県 男

①高崎市立片岡中学校（群馬県）→私立
前橋育英高校（群馬県）
②大宮アルディージャ
③179cm
④74kg
⑦2位
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選手

柿谷  曜一朗 かきたに  よういちろう

平成2年1月3日（19歳） 大阪府 男

①私立追手門学院追手前中学校（大阪
府）→私立ウィザス高校天王寺校（大
阪府）
②徳島ヴォルティス
③172cm
④62kg
⑦2位

選手

登里  享平 のぼりざと  きょうへい

平成2年11月13日（19歳） 大阪府 男

①東大阪市立孔舎衛中学校（大阪府）→
県立香川西高校（香川県）→国士舘大
学（1年）
②川崎フロンターレ
③168cm
④63kg
⑦2位

選手

永井  謙佑 ながい  けんすけ

平成元年3月5日（20歳） 広島県 男

①北九州市立浅川中学校（福岡県）→私
立九州国際大学付属高校（福岡県）→
福岡大学（3年）
②福岡大学
③177cm
④67kg
⑦2位

選手

内田  健太 うちだ  けんた

平成元年10月2日（20歳） 三重県 男

①安芸高田市吉田町立吉田中学校（広
島県）→県立吉田高校（広島県）
②愛媛FC
③177cm
④63kg
⑦2位

選手

遠藤  敬佑 えんどう  けいすけ

平成元年3月20日（20歳） 千葉県 男

①県立市原中学校（千葉県）→県立市原
緑高校（千葉県）
②水戸ホーリーホック
③180cm
④70kg
⑦2位

選手

押谷  祐樹 おしたに  ゆうき

平成元年9月23日（20歳） 静岡県 男

①浜松市立与進中学校（静岡県）→私立
磐田東高校（静岡県）
②FC岐阜
③170cm
④69kg
⑦2位

選手

河野  広貴 かわの  ひろき

平成2年3月30日（19歳） 神奈川県 男

①相模原市立田名中学校（神奈川県）→
私立光明学園相模原高校（神奈川県）
②東京ヴェルディ
③165cm
④58kg
⑦2位

選手

中村  太亮 なかむら  たいすけ

平成元年7月19日（20歳） 京都府 男

①京都市立勧修中学校（京都府）→私立
金光大阪高校（大阪府）
②京都サンガF.C.
③182cm
④68kg
⑦2位
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選手

大迫  勇也 おおさこ  ゆうや

平成2年5月18日（19歳） 鹿児島県 男

①私立鹿児島育英舘中学校（鹿児島県）
→私立鹿児島城西高校（鹿児島県）

②鹿島アントラーズ
③182cm
④70kg
⑦2位

選手

大塚  翔平 おおつか  しょうへい

平成2年4月11日（19歳） 福井県 男

①大阪市立東淀中学校（大阪府）→私立
関西大学北陽高校（大阪府）

②ガンバ大阪
③179cm
④69kg
⑦2位

TENNIS

テニス

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 3名 3名 10名

監督

竹内  映二 たけうち  えいじ

昭和34年5月13日（50歳） 京都府 男

①京都市立音羽中学校（京都府）→府立
洛東高校（京都府）
②㈲竹内庭球研究所
⑤専任コーチングディレクタートップ
アスリート担当
⑥テニス上級コーチ

コーチ

村上  武資 むらかみ  たけし

昭和40年2月23日（44歳） 東京都 男

①私立玉川学園中等部（東京都）→私立
玉川学園高等部（東京都）
②㈱ダンロップスポーツ
⑤専任コーチングディレクタージュニ
アアスリート担当

コーチ

増田  健太郎 ますだ  けんたろう

昭和46年8月26日（38歳） 神奈川県 男

①藤沢市立第一中学校（神奈川県）→私
立湘南工科大学附属高校（神奈川県）
②マスケン・テニス・サポート㈱
⑤アシスタントナショナルコーチ
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選手

不田  涼子 ふだ  りょうこ

昭和61年10月25日（23歳） 兵庫県 女

①私立神戸山手女子中学校（兵庫県）→
私立向陽台高校（大阪府）
②フリー
③164cm
④52kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、ミックスダ
ブルス準々決勝敗退

選手

土居  美咲 どい  みさき

平成3年4月29日（18歳） 神奈川県 女

①大網白里町立大網中学校（千葉県）→
私立駿台甲府高校（兵庫県・3年）
②TEAM自由が丘
③159cm
④52kg
⑦シングルス準決勝敗退3位、ミックス
ダブルス準々決勝敗退

選手

杉田  祐一 すぎた  ゆういち

昭和63年9月18日（21歳） 宮城県 男

①柏市立松葉中学校（千葉県）→私立湘
南工科大学附属高校（神奈川県）→早
稲田大学（3年）
②三菱電機㈱
③173cm
④66kg
⑦シングルス1位、ダブルス準々決勝敗
退

選手

近藤  大生 こんどう  ひろき

昭和57年11月5日（27歳） 愛知県 男

①知立市立竜北中学校（愛知県）→私立
名古屋高校（愛知県）
②アイシン精機㈱
③177cm
④78kg
⑦ダブルス準決勝敗退3位、ミックスダ
ブルス準々決勝敗退

選手

守屋  宏紀 もりや  ひろき

平成2年10月16日（19歳） 東京都 男

①藤沢市立藤が岡中学校（神奈川県）→
私立湘南工科大学附属高校（神奈川
県）
②北日本物産㈱
③170cm
④60kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、ミックスダ
ブルス準々決勝敗退

選手

伊藤  竜馬 いとう  たつま

昭和63年5月18日（21歳） 三重県 男

①北勢町立北勢中学校（三重県）→私立
長尾谷高校（大阪府）
②フリー
③180cm
④67kg
⑦シングルス2位、ダブルス準決勝敗退
3位

選手

瀬間  友里加 せま  ゆりか

昭和61年12月25日（22歳） 東京都 女

①私立藤村女子中学校（東京都）→私立
東京立正高校（東京都）
②㈱ピーチ・ジョン
③168cm
④57kg
⑦シングルス準々決勝敗退、ダブルス
準々決勝敗退


