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Headquarters
本  部

本  

部

団長
市原  則之
（いちはら  のりゆき）　男
①昭和16年10月30日（69歳）
②広島県　③広島山陽高校（広
島県）→広島修道大学　④広
島修道大学　⑦専務理事、㈶
日本ハンドボール協会副会長   
⑧ハンドボール上級コーチ

副団長
上村  春樹
（うえむら  はるき）　男
①昭和26年2月14日（59歳）
②熊本県　③八代東高校（熊
本県）→明治大学　④講道館   
⑤常務理事、選手強化本部長、
㈶全日本柔道連盟会長

総監督
塚原  光男
（つかはら  みつお）　男
①昭和22年12月22日（62歳）
②東京都　③國學院高校（東
京都）→日本体育大学　④塚
原体操センター　⑤理事、選
手強化副本部長、強化育成専
門委員会委員、㈶日本体操協
会副会長

本部役員（競技担当）
澤木  啓祐
（さわき  けいすけ）　男
①昭和18年12月8日（66歳）
②大阪府　③春日丘高校（大
阪府）→順天堂大学→順天堂
大学院　④順天堂大学　⑦理
事、選手強化副本部長、情報・
医・科学専門委員会委員長、
㈶日本陸上競技連盟専務理事   
⑧陸上上級コーチ

本部役員（競技担当）
福井  烈
（ふくい  つよし）　男
①昭和32年6月22日（53歳）
②福岡県　③柳川高校（福岡
県）→中央大学　④ブリヂス
トンスポーツ㈱　⑦理事、㈶
日本テニス協会常務理事　　
⑧テニス上級コーチ

本部役員（村外担当）
河野  一郎
（こうの  いちろう）　男
①昭和21年11月6日（64歳）
②神奈川県　③湘南学園高校
（神奈川県）→東京医科歯科大
学　④筑波大学　⑤理事、㈶
日本ラグビーフットボール協
会理事

本部役員（広報担当）
藤原  庸介
（ふじわら  ようすけ）　男
①昭和28年6月24日（57歳）
②東京都　③麻布高校（東京
都）→東京大学　⑤理事

本部役員（競技担当）
髙田  裕司
（たかだ  ゆうじ）　男
①昭和29年2月17日（56歳）
②群馬県　③大泉高校（群馬
県）→日本体育大学　④山梨
学院大学　⑦選手強化本部常
任委員、㈶日本レスリング協
会専務理事　⑧レスリング上
級コーチ

本部役員（競技担当）
前原  正浩
（まえはら  まさひろ）　男
①昭和28年11月24日（56歳）
②東京都　③明治大学付属明
治高校（東京都）→明治大学→
筑波大学大学院　④㈶日本卓
球協会　⑤選手強化本部常任
委員、㈶日本卓球協会専務理
事

本部役員（女性競技担当）
原田  裕花
（はらだ  ゆか）　女
①昭和43年6月5日（42歳）
②山口県　③藤蔭高校（大分
県）　④㈶日本バスケットボ
ール協会特任委員

本部役員（競技／情報戦略担当）
勝田  隆
（かつた  たかし）　男
①昭和32年9月27日（52歳）
②埼玉県　③熊谷工業高校（埼
玉県）→筑波大学　④仙台大
学　⑦選手強化本部常任委
員、㈶日本ラグビーフットボ
ール協会理事　⑧ラグビーフ
ットボール上級コーチ

本部役員（総務担当）
西村  賢二
（にしむら  けんじ）　男
①昭和35年9月14日（50歳）
②神奈川県　③横須賀高校（神
奈川県）→早稲田大学　④㈶
日本オリンピック委員会

合  計

34名
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本部員
柳谷  直哉
（やなぎや  なおや）　男
①昭和40年4月9日（45歳）
②青森県　③青森高校（青森
県）→中央大学　④㈶日本オ
リンピック委員会

本部員
岩上  祐子
（いわかみ  ゆうこ）　女
①昭和44年7月22日（41歳）
②長野県　③須坂高校（長野
県）→学習院大学　④㈶日本
オリンピック委員会

本部員
髙橋  ダニエル克弥
（たかはし  ダニエルかつや）　男
①昭和52年12月8日（32歳）
②東京都　③文京高校（東京
都）→日本大学　④㈶日本オ
リンピック委員会

本部員
脇本  昌樹
（わきもと  まさき）　男
①昭和54年3月7日（31歳）
②北海道　③札幌月寒高校（北
海道）→仙台大学→仙台大学
大学院　④㈶日本オリンピッ
ク委員会

本部員
安達  和重
（あだち  かずしげ）　男
①昭和55年1月15日（30歳）
②千葉県　③早稲田大学系属
早稲田実業学校高等部（東京
都）→早稲田大学→早稲田大
学大学院　④㈶日本オリンピ
ック委員会

本部員（輸送担当）
西田  博之
（にしだ  ひろゆき）　男
①昭和44年8月16日（41歳）
②東京都　③城北高校（東京
都）→日本大学　④㈱日本旅
行

本部員（輸送担当）
岡崎  明広
（おかざき  あきひろ）　男
①昭和41年8月12日（44歳）
②神奈川県　③茅ケ崎高校（神
奈川県）→東京観光専門学校   
④㈱日本旅行

本部員（輸送担当）
伊藤  允博
（いとう  みつひろ）　男
①昭和54年11月30日（30歳）
②三重県　③住吉高校（大阪
府）→関西学院大学　④㈱日
本旅行

本部員（情報戦略）
久木留  毅
（くきどめ  たけし）　男
①昭和40年12月28日（44歳）
②和歌山県　③新宮高校（和
歌山県）→専修大学→筑波大
学大学院　④専修大学　⑤情
報・医・科学専門委員会委員

本部員（情報戦略）
山下  修平
（やました  しゅうへい）　男
①昭和52年6月2日（33歳）
②京都府　③同志社高校（京
都府）→同志社大学→筑波大
学大学院　④国立スポーツ科
学センター　⑦情報戦略部会
会員　⑧ラグビーコーチ

本部員（輸送担当）
居田  浩
（いだ  ひろし）　男
①昭和46年1月22日（39歳）
②富山県　③大門高校（富山
県）→ネバタ州立大学リノ校
（アメリカ）　④㈱日本旅行

本部員（輸送担当）
彭  暁春
（ホウ  リョウショウ）　男
①昭和39年12月10日（46歳）
②中華人民共和国　③黒龍江
省佳木斯大学（中国）　④㈱日
本旅行
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メディカルスタッフ（ドクター）
星川  淳人
（ほしかわ  あつと）　男
①昭和41年7月5日（44歳）
②愛知県　③千種高校（愛知
県）→北海道大学→東京大学
大学院　④国立スポーツ科学
センター　⑦医学サポート部
会部会員　⑧スポーツドクタ
ー

メディカルスタッフ（トレーナー）
松田  直樹
（まつだ  なおき）　男
①昭和38年9月9日（47歳）
②北海道　③札幌北陵高校（北
海道）→北海道工業大学→筑
波大学大学院　④国立スポー
ツ科学センター　⑦医学サポ
ート部会部会員　⑧アスレテ
ィックトレーナー

メディカルスタッフ（トレーナー）
増田  雄一
（ますだ  ゆういち）　男
①昭和36年5月22日（49歳）
②大阪府　③近畿大学付属高
校（大阪府）→同志社大学　　
④㈲リニアート　⑦医学サポ
ート部会部会員　⑧アスレテ
ィックトレーナー

メディカルスタッフ（トレーナー）
杉山  ちなみ
（すぎやま  ちなみ）　女
①昭和37年6月21日（48歳）
②神奈川県　③外語短期大
学付属高校（神奈川県）→The 
University of Iowa→Univer-
sity of Virginia　④国立スポ
ーツ科学センター　⑦医学サ
ポート部会部会員　⑧アスレ
ティックトレーナー

アタッシェ
大濱  健志
（おおはま  たけし）　男
①昭和45年6月16日（40歳）
②兵庫県　③長田高校（兵庫
県）→一橋大学　④在広州日
本国総領事館

メディカルスタッフ（ドクター）
中嶋  耕平
（なかじま  こうへい）　男
①昭和42年3月27日（43歳）
②茨城県　③独協高校（東京
都）→順天堂大学　④東京大
学　⑦医学サポート部会副部
会長、専任メディカルスタッ
フ（ドクター）　⑧スポーツド
クター

メディカルスタッフ（ドクター）
土肥  美智子
（どひ  みちこ）　女
①昭和40年10月20日（45歳）
②東京都　③白百合学園高校
（東京都）→千葉大学　④国立
スポーツ科学センター　⑦医
学サポート部会部会員　⑧ス
ポーツドクター

メディカルスタッフ（ドクター）
渡部  厚一
（わたなべ  こういち）　男
①昭和41年2月6日（44歳）
②東京都　③開成高校（東京
都）→筑波大学　④筑波大学   
⑦医学サポート部会部会員、
専任メディカルスタッフ（ド
クター）　⑧スポーツドクター

プレスアタッシェ
竹内  浩
（たけうち  ひろし）　男
①昭和28年3月19日（57歳）
②東京都　③目黒高校（東京
都）→上智大学　④共同通信
社

※上記のほかに、競技・成績・記録収集および報告書
作成のため2名が参加。




