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Volleyball (Men)
バレーボール【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 ー 5名 17名

監督
徳永　文利
（とくなが　ふみとし）　男
①昭和39年9月12日（49歳）
②広島県　③県立神辺旭高校
（広島県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④国際武道大学

コーチ
山本　健之
（やまもと　けんじ）　男
①昭和45年2月12日（43歳）
②広島県　③私立広島工業大
学附属工業高校（広島県）→日
本体育大学　④日本体育大学
⑧バレーボール上級コーチ

総務
藤田　和広
（ふじた　かずひろ）　男
①昭和54年5月5日（34歳）
②広島県　③私立上宮高校
（大阪府）→筑波大学→筑波大
学大学院　④豊田合成㈱

トレーナー
金城　尚英
（かねしろ　よしひで）　男
①昭和58年4月12日（30歳）
②福岡県　③県立八幡南高校
（福岡県）→福岡リハビリテー
ション専門学校　④福岡リハ
整形外科クリニック　⑧アス
レティックトレーナー

ドクター
橋本　吉登
（はしもと　よしと）　男
①昭和35年5月30日（53歳）
②東京都　③県立希望が丘高
校（神奈川県）→金沢大学　
④湘南東部総合病院　⑧スポ
ーツドクター

選手
小澤　翔
（おざわ　しょう）　男
①平成元年5月5日（24歳）
②静岡県　③南伊豆町立南伊
豆東中学校（静岡県）→私立東
亜学園高校（東京都）→東海大
学　④日本たばこ産業㈱　
⑤178cm　⑥70kg

選手
千々木　駿介
（ちぢき　しゅんすけ）　男
①平成元年9月6日（24歳）
②岡山県　③井原市立井原中
学校（岡山県）→私立金光学園
高校（岡山県）→中央大学　
④㈱ブレイザーズスポーツク
ラブ　⑤193cm　⑥85kg

選手
古賀　太一郎
（こが　たいちろう）　男
①平成元年10月4日（24歳）
②長崎県　③佐世保市立花園
中学校（長崎県）→県立佐世保
南高校（長崎県）→国際武道大
学　④豊田合成㈱　⑤170cm
⑥70kg

選手
塩田　達也
（しおた　たつや）　男
①平成元年11月17日（23歳）
②京都府　③京都市立京都御
池中学校（京都府）→私立洛南
高校（京都府）→東海大学　
④サントリーホールディング
ス㈱　⑤191cm　⑥84kg

選手
梅野　聡
（うめの　さとし）　男
①平成元年11月7日（23歳）
②福岡県　③朝倉市立杷木中
学校（福岡県）→私立福岡大学
附属大濠高校（福岡県）→日本
体育大学　④東レ㈱　
⑤175cm　⑥75kg

選手
伊藤　康貴
（いとう　やすたか）　男
①平成元年6月5日（24歳）
②長野県　③松本市立波田中
学校（長野県）→県立丸子修学
館高校（長野県）→順天堂大学
④㈱ブレイザーズ スポーツク
ラブ　⑤190cm　⑥95kg

選手
星野　秀知
（ほしの　ひでとも）　男
①平成2年9月29日（23歳）
②東京都　③私立サレジオ中
学校（東京都）→私立東亜学園
高校（東京都）→東海大学　
④東レ㈱　⑤187cm　
⑥88kg
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Volleyball (Men)
バレーボール【男子】

選手
李　博
（り　はく）　男
①平成2年12月27日（22歳）
②宮崎県　③宮崎市立檍中学
校（宮崎県）→私立日向学院高
校（宮崎県）→筑波大学　④東
レ㈱　⑤193cm　⑥82kg

選手
出耒田　敬
（できた　たかし）　男
①平成3年8月13日（22歳）
②北海道　③札幌市立星置中
学校（北海道）→私立札幌第一
高校（北海道）→筑波大学（4
年）　④筑波大学　⑤199cm
⑥85kg

選手
前田　一誠
（まえだ　いっせい）　男
①平成3年9月22日（22歳）
②長崎県　③佐世保市立日宇
中学校（長崎県）→県立佐世保
南高校（長崎県）→筑波大学（4
年）　④筑波大学　⑤181cm
⑥74kg

選手
伏見　大和
（ふしみ　やまと）　男
①平成3年12月24日（21歳）
②静岡県　③静岡市立豊田中
学校（静岡県）→静岡市立清水
商業高校（静岡県）→順天堂大
学（4年）　④順天堂大学　
⑤207cm　⑥115kg

選手
山田　脩造
（やまだ　しゅうぞう）　男
①平成4年11月27日（20歳）
②福岡県　③須恵町立須恵中
学校（福岡県）→私立福岡大学
附属大濠高校（福岡県）→日本
体育大学（3年）　④日本体育
大学　⑤192cm　⑥77kg
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Volleyball (Women)
バレーボール【女子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 11名 4名 15名

監督
中西　康己
（なかにし　やすみ）　男
①昭和42年6月5日（46歳）
②広島県　③県立神辺旭高校
（広島県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④筑波大学　⑧バ
レーボール上級コーチ

コーチ
藤井　壮浩
（ふじい　まさひろ）　男
①昭和48年3月6日（40歳）
②宮城県　③私立東北高校
（宮城県）→東海大学　④東海
大学　⑧バレーボールコーチ

コーチ
俵　尚申
（たわら　ひさのぶ）　男
①昭和42年10月2日（46歳）
②福岡県　③県私立博多高校
（福岡県）→福岡大学→順天堂
大学大学院　④山口福祉文化
大学　⑧バレーボール指導員

トレーナー
板倉　尚子
（いたくら　ひさこ）　女
①昭和38年5月27日（50歳）
②東京都　③県立所沢高校
（埼玉県）→社会医学技術学院
→筑波大学大学院　④日本女
子体育大学

選手
山岸　あかね
（やまぎし　あかね）　女
①平成3年1月8日（22歳）
②長野県　③私立裾花中学校
（長野県）→私立東海大学付属
第三高校（長野県）→東海大学
④上尾メディックス　
⑤164cm　⑥55kg

選手
服部　安佑香
（はっとり　あゆか）　女
①昭和62年10月1日（26歳）
②三重県　③私立八王子実践
中学校（東京都）→私立八王子
実践高校（東京都）→東京女子
体育大学（2年）　④東京女子体
育大学　⑤180cm　⑥63kg

選手
家高　七央子
（やたか　なおこ）　女
①平成3年12月4日（21歳）
②長野県　③長野市立裾花中
学校（長野県）→私立東海大学
付属第三高校（長野県）→東海
大学（4年）　④東海大学　
⑤176cm　⑥68kg

選手
田中　美咲
（たなか　みさき）　女
①平成3年12月28日（21歳）
②栃木県　③小山市立豊田中
学校（栃木県）→私立國學院大
學栃木高校（栃木県）→嘉悦大
学（4年）　④嘉悦大学　
⑤173cm　⑥61kg

選手
寺井　有美
（てらい　ゆみ）　女
①平成4年3月31日（21歳）
②三重県　③公立白子中学校
（三重県）→県立津商業高校
（三重県）→嘉悦大学（4年）　
④嘉悦大学　⑤181cm　
⑥68kg　

選手
今村　優香
（いまむら　ゆうか）　女
①平成5年9月2日（20歳）
②東京都　③私立駿台学園中
学校（東京都）→私立駿台学園
高校（東京都）→青山学院大学
（2年）　④青山学院大学　
⑤175cm　⑥72kg

選手
松崎　美歌
（まつざき　みか）　女
①平成2年12月13日（22歳）
②徳島県　③石井町立石井中
学校（徳島県）→私立京都橘高
校（京都府）→龍谷大学　
④日本電気㈱　⑤175cm　
⑥63kg

選手
高橋　昌美
（たかはし　まさみ）　女
①平成3年2月18日（22歳）
②静岡県　③袋井市立袋井中
学校（静岡県）→私立下北沢成
徳高校（東京都）→嘉悦大学
④日本たばこ産業㈱　
⑤172cm　⑥65kg
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Volleyball (Women)
バレーボール【女子】

選手
中大路　絢野
（なかおおじ　あやの）　女
①平成3年7月24日（22歳）
②京都府　③京都市立鳥丸中
学校（京都府）→私立京都橘高
校（京都府）→鹿屋体育大学（4
年）　④鹿屋体育大学　
⑤168cm　⑥62kg

選手
川島　里華
（かわしま　りか）　女
①平成3年12月24日（21歳）
②岐阜県　③神戸町立神戸中
学校（岐阜県）→私立九州文化
学園高校（長崎県）→中京大学
（4年）　④中京大学　
⑤171cm　⑥61kg

選手
渡邊　久惠
（わたなべ　ひさえ）　女
①平成4年4月11日（21歳）
②東京都　③川越市立富士見
中学校（埼玉県）→川越市立川
越高校（埼玉県）→東北福祉大
学（3年）　④東北福祉大学　
⑤174cm　⑥68kg


