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

12名 − 5名 17名

監督
松井　泰二
（まつい　たいじ）　男
①1966年12月8日（50歳）
②東京都　③千葉県立八千代
高校→早稲田大学→筑波大学
大学院　④早稲田大学スポー
ツ科学学術院　⑩バレーボー
ルコーチ（H29.10～バレーボ
ール上級コーチへ昇格予定）

コーチ
秋山　央
（あきやま　なかば）　男
①1970年3月3日（47歳）
②神奈川県　③私立日本大学
三島高校（静岡県）→筑波大学
→筑波大学大学院　④筑波大
学　⑩バレーボール上級コー
チ

ドクター
向山　俊輔
（むこうやま　しゅんすけ）　男
①1981年2月26日（36歳）
②神奈川県　③私立駿台甲府
高校（山梨県）→富山医科薬科
大学　④沼津市立病院　⑩ス
ポーツドクター

トレーナー
村本　勇貴
（むらもと　ゆうき）　男
①1986年7月25日（31歳）
②石川県　③石川県立小松高
校→首都大学→早稲田大学大
学院　④かつしか江戸川病院

技術スタッフ
藤田　和広
（ふじた　かずひろ）　男
①1979年5月5日（38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㈱　
⑩バレーボール上級コーチ

選手
髙野　直哉
（たかの　なおや）　男
①1993年4月30日（24歳）
②大分県　③大分市立稙田南
中学校（大分県）→大分県立大
分工業高校→東亜大学　④堺
ブレイザーズ　⑤190㎝　
⑥74㎏

選手
今村　貴彦
（いまむら　たかひこ）　男
①1993年5月20日（24歳）
②宮崎県　③延岡市立南中学
校（宮崎県）→私立日向学院高
校（宮崎県）→中央大学　
④パナソニックパンサーズ　
⑤193㎝　⑥92㎏

選手
藤中　謙也
（ふじなか　けんや）　男
①1993年7月25日（24歳）
②山口県　③防府市立大道中
学校（山口県）→山口県立宇部
商業高校→専修大学　④サン
トリーサンバーズ　⑤190㎝
⑥85㎏

選手
福山　汰一
（ふくやま　たいち）　男
①1993年12月20日（23歳）
②熊本県　③熊本市立東部中
学校（熊本県）→私立鎮西高校
（熊本県）→早稲田大学　④ジ
ェイテクトSTINGS　⑤191㎝
⑥70㎏

選手
山口　頌平
（やまぐち　しょうへい）　男
①1994年7月21日（23歳）
②長崎県　③佐世保市立崎辺
中学校（長崎県）→長崎県立大
村工業高校→早稲田大学　
④堺ブレイザーズ　⑤174㎝
⑥66㎏

選手
兒玉　康成
（こだま　やすなり）　男
①1994年7月24日（23歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立吉
野中学校（鹿児島県）→鹿児島
市立鹿児島商業高校（鹿児島
県）→筑波大学　④パナソニ
ックパンサーズ　⑤195㎝　
⑥89㎏

選手
山本　智大
（やまもと　ともひろ）　男
①1994年11月5日（22歳）
②北海道　③恵庭市立恵庭中
学校（北海道）→私立とわの森
三愛高校（北海道）→日本体育
大学　④FC東京　⑤170㎝　
⑥60㎏
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Volleyball (Men)
バレーボール【男子】

選手
久原　翼
（ひさはら　つばさ）　男
①1995年3月18日（22歳）
②兵庫県　③尼崎市立南武庫
之荘中学校（兵庫県）→尼崎市
立尼崎高校（兵庫県）→東海大
学　④パナソニックパンサー
ズ　⑤188㎝　⑥77㎏

選手
秦　耕介
（はた　こうすけ）　男
①1995年7月15日（22歳）
②神奈川県　③私立駿台学園
中学校（東京都）→私立駿台学
園高校（東京都）→筑波大学（4
年）　④筑波大学　⑤191㎝　
⑥83㎏

選手
酒井　啓輔
（さかい　けいすけ）　男
①1996年8月25日（20歳）
②静岡県　③磐田市立豊田中
学校（静岡県）→静岡県立浜松
商業高校→筑波大学（3年）　
④筑波大学　⑤186㎝　
⑥70㎏

選手
荻原　泰
（おぎはら　ゆたか）　男
①1995年8月1日（22歳）
②長野県　③佐久市立中込中
学校（長野県）→長野県立岡谷
工業高校→順天堂大学（4年）
④順天堂大学　⑤187㎝　
⑥73㎏

選手
渡邊　侑磨
（わたなべ　ゆうま）　男
①1994年7月19日（23歳）
②愛知県　③江南市立布袋中
学校（愛知県）→私立東山高校
（京都府）→中央大学　④豊田
合成トレフェルサ　⑤193㎝
⑥86㎏
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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

− 12名 5名 17名

チームリーダー
中西　康己
（なかにし　やすみ）　男
①1967年6月5日（50歳）
②広島県　③広島県立神辺旭
高校→筑波大学→筑波大学大
学院　④筑波大学　⑩バレー
ボール上級コーチ

監督
藤井　壮浩
（ふじい　まさひろ）　男
①1973年3月6日（44歳）
②宮城県　③私立東北高校
（宮城県）→東海大学　④東海
大学　⑩バレーボールコーチ

コーチ
今丸　好一郎
（いままる　こういちろう）　男
①1969年6月7日（48歳）
②福岡県　③福岡県立宗像高
校→筑波大学→筑波大学大学
院　④東京女子体育大学　
⑩バレーボールコーチ

コーチ
根本　研
（ねもと　けん）　男
①1972年2月13日（45歳）
②新潟県　③私立東洋高校
（東京都）→日本体育大学→日
本体育大学大学院　④日本体
育大学　⑩バレーボール上級
コーチ

トレーナー
吉野　直美
（よしの　なおみ）　女
①1969年10月29日（47歳）
②埼玉県　③埼玉県立深谷第
一高校→東京女子体育大学→
東北大学大学院　④医療法人 
豊岡整形外科病院　⑩アスレ
ティックトレーナー

選手
小田　桃香
（おだ　ももか）　女
①1994年1月28日（23歳）
②滋賀県　③大津市立日吉中
学校（滋賀県）→私立京都橘高
校（京都府）→東海大学　④ト
ヨタ車体㈱　⑤174㎝　
⑥69㎏

選手
今村　優香
（いまむら　ゆうか）　女
①1993年9月2日（23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
④久光製薬㈱　⑤175㎝　
⑥69㎏

選手
村永　奈央
（むらなが　なお）　女
①1993年12月26日（23歳）
②山形県　③明石市立江井島
中学校（兵庫県）→兵庫県立明
石清水高校→神戸新和女子大
学　④トヨタ車体㈱　
⑤179㎝　⑥66㎏

選手
柴田　真果
（しばた　みか）　女
①1994年6月7日（23歳）
②京都府　③京都市立烏丸中
学校（京都府）→私立京都橘高
校（京都府）→日本体育大学　
④日本たばこ産業㈱　
⑤170㎝　⑥64㎏

選手
塚田　しおり
（つかだ　しおり）　女
①1994年9月7日（22歳）
②神奈川県　③川崎市立生田
中学校（神奈川県）→川崎市立
橘高校（神奈川県）→筑波大学
④日本電気㈱　⑤175㎝　
⑥65㎏

選手
小島　満菜美
（こじま　まなみ）　女
①1994年11月7日（22歳）
②宮城県　③市川市立妙典中
学校（千葉県）→船橋市立船橋
高校（千葉県）→青山学院大学
④日本電気㈱　⑤158㎝　
⑥58㎏

選手
山内　美咲
（やまうち　みさき）　女
①1995年3月10日（22歳）
②沖縄県　③糸満市立兼城中
学校（沖縄県）→沖縄県立西原
高校→東海大学　④日本電気
㈱　⑤173㎝　⑥69㎏
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Volleyball (Women)
バレーボール【女子】

選手
井上　愛里沙
（いのうえ　ありさ）　女
①1995年5月8日（22歳）
②京都府　③私立就実中学校
（岡山県）→京都府立西舞鶴高
校→筑波大学（4年）　④筑波
大学　⑤180㎝　⑥67㎏

選手
杉　郁香
（すぎ　あやか）　女
①1996年2月14日（21歳）
②石川県　③多治見市立多治
見中学校（岐阜県）→岐阜県立
岐阜商業高校→東京女子体育
大学（4年）　④東京女子体育
大学　⑤178㎝　⑥72㎏

選手
丸尾　遥香
（まるお　はるか）　女
①1996年8月15日（21歳）
②千葉県　③熊取町立熊取中
学校（大阪府）→私立金蘭会高
校（大阪府）→筑波大学（3年）
④筑波大学　⑤175㎝　
⑥68㎏

選手
野嶋　華澄
（のじま　かすみ）　女
①1997年5月9日（20歳）
②神奈川県　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）→青山学
院大学（2年）　④青山学院大
学　⑤180㎝　⑥70㎏

選手
横田　真未
（よこた　まみ）　女
①1997年12月10日（19歳）
②愛知県　③長野市立裾花中
学校（長野県）→私立古川学園
高校（宮城県）→東海大学（2
年）　④東海大学　⑤177㎝　
⑥62㎏
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