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団長
早田  卓次

（はやた  たくじ）　男
①昭和15年10月10日（66歳）
②和歌山県　③明洋中学校→田
辺高校→日本大学　④日本大学
⑤㈶日本オリンピック委員会理
事、日本ユニバーシアード委員
会委員長、㈶日本体操協会監事
⑥体操上級コーチ

本部役員
瀬古  利彦

（せこ  としひこ）　男
①昭和31年7月15日（51歳）
②三重県　③明正中学校→四
日市工業高校→早稲田大学
④エスビー食品㈱　⑤㈶日本
オリンピック委員会理事、選
手強化本部常任委員、㈶日本
陸上競技連盟理事

本部役員
阿部  幹雄

（あべ  みきお）　男
①昭和29年3月4日（53歳）
②新潟県　③東小千谷中学校
→長岡工業高校→東京観光専
門学校　④㈶日本オリンピッ
ク委員会

本部役員
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（29歳）
②東京都　③西巣鴨中学校→
文京高校→日本大学　④㈶日
本オリンピック委員会

本部役員
尾畑  雄志

（おばた  かつし）　男
①昭和58年8月20日（23歳）
②宮崎県　③西郷中学校→日
向高校→亜細亜大学　④㈶日
本オリンピック委員会

本部役員
山﨑  貴子

（やまさき  たかこ）　女
①昭和48年10月3日（33歳）
②島根県　③高津中学校→益
田高校→日本体育大学　④㈶
日本オリンピック委員会

メディカルスタッフ（ドクター）
小松  裕

（こまつ  ゆたか）　男
①昭和36年12月3日（45歳）
②長野県　③諏訪中学校（長野
県）→諏訪清陵高等学校→信州
大学　④ 国立スポーツ科学セ
ンター　⑤㈶日本オリンピック
委員会医学サポート部会員
⑥スポーツドクター

メディカルスタッフ（ドクター）
金岡  恒治

（かねおか  こうじ）　男
①昭和37年4月13日（45歳）
②岡山県　③西南学院中学校
→修猷館高校→筑波大学
④早稲田大学　⑤㈶日本オリ
ンピック委員会医学サポート
部会員　⑥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（41歳）
②東京都　③白百合学園中学
校→白百合学園高校→千葉大
学　④ 国立スポーツ科学セ
ンター　⑤㈶日本オリンピッ
ク委員会専任メディカルスタ
ッフ　⑥スポーツドクター

メディカルスタッフ（トレーナー）
小泉  圭介

（こいずみ  けいすけ）　男
①昭和46年1月28日（36歳）
②福井県　③至民中学校→北
陸高校→明治学院大学　④
国立スポーツ科学センター
⑥アスレティックトレーナー

本部役員（情報）
山下  修平

（やました  しゅうへい）　男
①昭和52年6月2日（30歳）
②京都府　③同志社中学→同
志社高校→同志社大学　④千
葉商科大学→筑波大学大学院
⑤㈶日本オリンピック委員会
専任情報・科学スタッフ

本部役員（輸送）
仁平  直行

（にだいら  なおゆき）　男
①昭和35年4月23日（47歳）
②東京都　③堀船中学校→北
高校→駿台トラベル専門学校
④西武トラベル㈱
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本部役員（輸送）
久下  知宏

（ひさか  ともひろ）　男
①昭和49年8月8日（33歳）
②千葉県　③花見川第二中学
校→八千代高校→専修大学
④西武トラベル㈱

本部役員（輸送）
中島  久裕

（なかじま  ひさひろ）　男
①昭和57年9月3日（24歳）
②東京都　③本町田中学校→
松が谷高校→トラベルジャー
ナル旅行専門学校　④西武ト
ラベル㈱

※ 上記のほかに、競技・成績・記録収集及び報告書作成
のため1名が参加。
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監督
植田  恭史

（うえた  やすし）　男
①昭和30年11月13日（51歳）
②静岡県　③浜岡中学校→池
新田高校→東海大学　④東海
大学

総務
仲村  明

（なかむら  あきら）　男
①昭和42年6月26日（40歳）
②東京都　③御滝中学校→市
立船橋高校→順天堂大学→順
天堂大学大学院　④富士通㈱

コーチ
礒  繁雄

（いそ  しげお）　男
①昭和35年4月21日（47歳）
②栃木県　③大田原中学校→
大田原高校→早稲田大学→日
本体育大学大学院　④早稲田
大学

コーチ
十倉  みゆき

（とくら  みゆき）　女
①昭和48年7月2日（34歳）
②兵庫県　③大成中学校→南
丹高校→立命館大学　④立命
館大学

トレーナー
眞鍋  芳明

（まなべ  よしあき）　男
①昭和52年8月15日（29歳）
②愛媛県　③新館中学校→龍
ヶ崎第一高校→筑波大学→筑
波大学大学院　④国際武道大
学

トレーナー
小沢  未菜

（おざわ  みな）　女
①昭和56年6月29日（26歳）
②石川県　③東部中学校→七
尾高校→順天堂大学　④㈲リ
ニアート

トレーナー
村上  博之

（むらかみ  ひろゆき）　男
①昭和54年4月4日（28歳）
②大阪府　③上宮太子中学校
→上宮太子高校→早稲田大学
→早稲田大学大学院　④㈲リ
ニアート

選手
江里口  匡史

（えりぐち  まさし）　男
①昭和63年12月17日（18歳）
②熊本県　③菊池南中学校→
鹿本高校→早稲田大学（1年）
④早稲田大学

選手
岩本  慎一郎

（いわもと  しんいちろう）　男
①昭和60年10月12日（21歳）
②熊本県　③甲佐中学校→熊
本工業高校→熊本大学（4年）
④熊本大学

選手
齋藤  仁志

（さいとう  ひとし）　男
①昭和61年10月9日（20歳）
②栃木県　③都賀中学校→鹿
沼高校→筑波大学（2年）
④筑波大学

選手
神山  知也

（かみやま  ともや）　男
①昭和63年2月21日（19歳）
②栃木県　③上河内中学校→
作新学院高校→作新学院大学

（2年）　④作新学院大学

選手
井野  洋

（いの  ひろし）　男
①昭和60年10月16日（21歳）
②熊本県　③阿蘇北中学校→
熊本工業高校→順天堂大学（4
年）　④順天堂大学
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選手
髙橋  優太

（たかはし  ゆうた）　男
①昭和62年4月13日（20歳）
②北海道　③美幌中学校→仙
台育英学園高校→城西大学（2
年）　④城西大学

選手
松岡  佑起

（まつおか  ゆうき）　男
①昭和61年1月14日（21歳）
②京都府　③田辺中学校→洛
南高校→順天堂大学（4年）
④順天堂大学

選手
宇賀地  強

（うがち  つよし）　男
①昭和62年4月27日（20歳）
②栃木県　③陽東中学→作新
学院高校→駒澤大学（2年）
④駒澤大学

選手
菊池  敦郎

（きくち  あつろう）　男
①昭和63年3月10日（19歳）
②福島県　③塙中学校→原町
高校→順天堂大学（2年）
④順天堂大学

選手
岩船  陽一

（いわふね  よういち）　男
①昭和60年6月12日（22歳）
②北海道　③日新中学校→東
海大学第四高校→東海大学（4
年）　④東海大学

選手
笛木  靖宏

（ふえき  やすひろ）　男
①昭和60年12月20日（21歳）
②千葉県　③山王中学校→成
田高校→日本大学（4年）
④日本大学

選手
土屋  光

（つちや  ひかる）　男
①昭和61年2月1日（21歳）
②大阪府　③明治池中学校→
金剛高校→筑波大学（4年）
④筑波大学

選手
鈴木  秀明

（すずき  ひであき）　男
①昭和62年5月31日（20歳）
②千葉県　③光中学校→成田
高校→順天堂大学（2年）
④順天堂大学

選手
品田  直宏

（しなだ  なおひろ）　男
①昭和61年2月10日（21歳）
②北海道　③八軒東中学校→
札幌国際情報高校→筑波大学

（4年）　④筑波大学

選手
森岡  紘一郎

（もりおか  こういちろう）　男
①昭和60年4月2日（22歳）
②長崎県　③西諫早中学校→
諫早高校→順天堂大学（4年）
④順天堂大学

選手
鈴木  雄介

（すずき  ゆうすけ）　男
①昭和63年1月2日（19歳）
②神奈川県　③辰口中学→小
松高校→順天堂大学（2年）
④順天堂大学

選手
豊田  崇

（とよだ  たかし）　男
①昭和59年8月29日（22歳）
②三重県　③宝塚市立光が丘
中学校→宝塚高校→神奈川大
学　④山陽特殊製鋼㈱
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選手
加藤  創大

（かとう  そうた）　男
①昭和63年2月1日（19歳）
②愛知県　③幡山中学校→愛
知高校→早稲田大学（2年）
④早稲田大学

選手
髙橋  萌木子

（たかはし  ももこ）　女
①昭和63年11月16日（18歳）
②埼玉県　③早稲田中学校→
埼玉栄高校→平成国際大学（1
年）　④平成国際大学

選手
木﨑  良子

（きざき  りょうこ）　女
①昭和60年6月21日（22歳）
②京都府　③江陽中学校→宮
津高校→佛教大学（4年）
④佛教大学

選手
小島  一恵

（こじま  かずえ）　女
①昭和62年10月14日（19歳）
②奈良県　③田原本中学校→
立命館宇治高校→立命館大学

（2年）　④立命館大学

選手
西川  生夏

（にしかわ  せいか）　女
①昭和62年7月17日（20歳）
②熊本県　③荒尾第四中学校
→熊本中央高校→名城大学（2
年）　④名城大学

選手
青木  沙弥佳

（あおき  さやか）　女
①昭和61年12月15日（20歳）
②岐阜県　③境川中学校→県
立岐阜商業高校→福島大学（3
年）　④福島大学

選手
海老原  有希

（えびはら  ゆき）　女
①昭和60年10月28日（21歳）
②栃木県　③上三川中学校→
真岡女子高校→国士舘大学（4
年）　④国士舘大学

選手
寺田  惠

（てらだ  けい）　女
①昭和60年3月27日（22歳）
②兵庫県　③横浜市立鴨居中
学校→県立西宮高校→関西学
院大学　④㈱天満屋

選手
栗栖  由江

（くりす  よしえ）　女
①昭和60年8月21日（21歳）
②広島県　③野坂中学校→広
島井口高校→玉川大学（4年）
④玉川大学

選手
鈴木  麻里子

（すずき  まりこ）　女
①昭和60年9月15日（21歳）
②栃木県　③芳賀中学校→那
須拓陽高校→日本体育大学（4
年）　④日本体育大学

選手
大利  久美

（おおとし  くみ）　女
①昭和60年7月29日（22歳）
②山形県　③西武学園文理中
学校→西武学園文理高校→日
本女子体育大学（4年）　④日
本女子体育大学
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監督
山重  美登士

（やましげ  みとし）　男
①昭和24年3月14日（58歳）
②神奈川県　③逗子開成中学
校→逗子開成高校→法政大学
④税理士法人  山重会計事務
所　⑤日本ユニバーシアード
委員会委員

チームリーダー
金子  洋明

（かねこ  ひろあき）　男
①昭和37年4月20日（45歳）
②東京都　③調布第3中学校
→八王子高校→中央大学
④アクラブ調布／明治大学
⑥水泳上級コーチ

コーチ
田中  孝夫

（たなか  たかお）　男
①昭和23年7月1日（59歳）
②熊本県　③嘉島中学校→諫
早商業高校→明治大学　④鹿
屋体育大学　⑥水泳上級教師、
水泳上級コーチ

コーチ
髙橋  繁浩

（たかはし  しげひろ）　男
①昭和36年6月15日（46歳）
②滋賀県　③松原中学校→中
京大学附属中京高校→中京大
学→中京大学大学院　④中京
大学　⑥水泳上級コーチ

コーチ
髙橋  雄介

（たかはし  ゆうすけ）　男
①昭和37年9月8日（44歳）
②東京都　③千川中学校→中
京大学附属中京高校→アラバ
マ州立大学　④中央大学
⑥水泳上級コーチ

コーチ
小島  竜司

（こじま  りゅうじ）　男
①昭和36年12月22日（45歳）
②東京都　③土浦第三中学校
→土浦日大高校→日本大学
④セントラルスポーツ㈱
⑥水泳上級コーチ

コーチ
神田  忠彦

（かんだ  ただひこ）　男
①昭和33年12月5日（48歳）
②山梨県　③甲府西中学校→
甲府商業高校→東海大学
④山梨学院大学　⑥水泳上級
教師、水泳上級コーチ

コーチ
加藤  健志

（かとう  つよし）　男
①昭和40年12月26日（41歳）
②愛媛県　③新居浜西中学校
→新居浜工業高校→国際武道
大学→東海大学大学院　④東
海大学　⑥水泳上級コーチ

選手
岸田  真幸

（きしだ  まさゆき）　男
①昭和60年11月24日（21歳）
②東京都　③南河内町立第2
中学校→桐蔭学園高校→アリ
ゾナ大学（3年）　④アリゾナ
大学

選手
山元  啓照

（やまもと  ひろあき）　男
①昭和62年8月10日（19歳）
②埼玉県　③熊谷東中学校→
春日部共栄高校→明治大学（2
年）　④明治大学

選手
松野  圭介

（まつの  けいすけ）　男
①昭和58年11月5日（23歳）
②東京都　③石和中学校→山
梨学院大学附属高校→山梨学
院大学　④山梨学院クラブ

選手／主将
奥村  幸大

（おくむら  よしひろ）　男
①昭和58年5月9日（24歳）
②大阪府　③富田林第三中学
校→近畿大学附属高校→近畿
大学　④イトマンSS
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選手
物延  靖記

（もののべ  やすのり）　男
①昭和60年5月30日（22歳）
②愛知県　③二川中学校→飛
龍高校→日本大学（4年）
④日本大学

選手
山田  裕一

（やまだ  ゆういち）　男
①昭和59年10月1日（22歳）
②埼玉県　③江南中学校→埼
玉栄高校→中京大学　④中京
清泳会

選手
土岐  健一

（どき  けんいち）　男
①昭和63年4月7日（19歳）
②山形県　③鶴岡第三中学校
→鶴岡工業高校→日本大学（1
年）　④日本大学

選手
古賀  淳也

（こが  じゅんや）　男
①昭和62年7月19日（20歳）
②埼玉県　③富士見中学校→
春日部共栄高校→早稲田大学

（2年）　④早稲田大学

選手
宮下  純一

（みやした  じゅんいち）　男
①昭和58年10月17日（23歳）
②鹿児島県　③鹿児島大学教
育学部附属中学校→甲南高校
→筑波大学　④ホリプロ

選手
山口  雅文

（やまぐち  まさふみ）　男
①昭和59年12月7日（22歳）
②福島県　③若松第五中学校
→会津工業高校→中央大学
④ミズノスイムチーム

選手
中野  高

（なかの  たかし）　男
①昭和59年7月21日（23歳）
②東京都　③立川第六中学校
→八王子高校→法政大学
④ミズノスイムチーム

選手
崎本  浩成

（さきもと  ひろまさ）　男
①昭和59年5月30日（23歳）
②兵庫県　③浜脇中学校→報
徳学園高校→早稲田大学→早
稲田大学大学院（1年）
④早稲田Race Club

選手
末永  雄太

（すえなが  ゆうた）　男
①昭和60年4月7日（22歳）
②神奈川県　③相武台中学校
→弥栄東高校→法政大学（4
年）　④法政大学

選手
川越  大樹

（かわごえ  たいき）　男
①昭和59年1月24日（23歳）
②鹿児島県　③国分中学校→
国分高校→中京大学→中京大
学大学院（2年）　④中京大学
大学院

選手
北本  拓也

（きたもと  たくや）　男
①昭和59年8月24日（22歳）
②熊本県　③多良木中学校→
熊本西高校→福岡大学　④秋
田ゼロックス

選手
富山  貴士

（とみやま  たかし）　男
①昭和60年7月18日（22歳）
②滋賀県　③甲西北中学校→
草津東高校→中京大学（4年）
④中京大学
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選手
髙本  翔太

（たかもと  しょうた）　男
①昭和61年6月28日（21歳）
②広島県　③白岳中学校→広
島工業高校→法政大学（3年）
④法政大学

選手
坂田  龍亮

（さかた  りゅうすけ）　男
①昭和60年12月25日（21歳）
②愛知県　③長久手中学校→
名古屋高校→明治大学（4年）
④明治大学

選手
髙桑  健

（たかくわ  けん）　男
①昭和60年3月25日（22歳）
②静岡県　③東中学校→日大
三島高校→鹿屋体育大学
④自衛隊体育学校

選手
奥出  泰史

（おくで  たいし）　男
①昭和58年12月23日（23歳）
②大阪府　③汐見台中学校→
湘南工科大学附属高校→法政
大学　④オアフクラブ綱島

選手
岩﨑  優

（いわさき  ゆう）　女
①昭和60年5月9日（22歳）
②神奈川県　③高浜中学校→
湘南工科大学附属高校→専修
大学（4年）　④専修大学

選手
浦部  紀衣

（うらべ  のりえ）　女
①昭和61年12月2日（20歳）
②兵庫県　③錦城中学校→須
磨学園高校→関西大学（3年）
④関西大学

選手
福地  尚美

（ふくち  なおみ）　女
①昭和60年6月10日（22歳）
②栃木県　③古河第一中学校
→埼玉栄高校→中京大学（4
年）　④中京大学

選手
高鍋  絵美

（たかなべ  えみ）　女
①昭和60年9月20日（21歳）
②福岡県　③稲築中学校→嘉
穂高校→鹿屋体育大学（4年）
④鹿屋体育大学

選手
米永  智香

（よねなが  ちか）　女
①昭和61年7月10日（21歳）
②石川県　③北星中学校→金
沢高校→鹿屋体育大学（3年）
④鹿屋体育大学

選手
寺川  綾

（てらかわ  あや）　女
①昭和59年11月12日（22歳）
②大阪府　③松虫中学校→近
畿大学附属高校→近畿大学
④ミズノスイムチーム

選手
田部井  恵理

（たべい  えり）　女
①昭和63年1月13日（19歳）
②奈良県　③田原本町立北中
学校→私立天理高校→日本体
育大学（2年）　④日本体育大
学

選手
五十嵐  貴美

（いがらし  たかみ）　女
①昭和59年11月20日（22歳）
②群馬県　③桂萱中学校→前
橋南高校→鹿屋体育大学→鹿
屋体育大学大学院（1年）
④鹿屋体育大学
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選手
三輪  芳美

（みわ  よしみ）　女
①昭和60年1月9日（22歳）
②岐阜県　③東安中学校→岐
阜商業高校→早稲田大学
④KONAMI東日本

選手
田村  菜々香

（たむら  ななか）　女
①昭和62年1月12日（20歳）
②千葉県　③轟町中学校→市
立船橋高校→東海大学（3年）
④東海大学

選手
北川  麻美

（きたがわ  あさみ）　女
①昭和62年10月3日（19歳）
②埼玉県　③柏陽中学校→春
日部共栄高校→早稲田大学（2
年）　④早稲田大学

選手
金藤  理絵

（かねとう  りえ）　女
①昭和63年9月8日（18歳）
②広島県　③庄原中学校→三
次高校→東海大学（1年）
④東海大学

選手
加藤  ゆか

（かとう  ゆか）　女
①昭和61年10月30日（20歳）
②愛知県　③桜丘中学校→桜
丘高校→山梨学院大学（3年）
④山梨学院大学

選手
押味  正恵

（おしみ  まさえ）　女
①昭和61年1月24日（21歳）
②新潟県　③新津第一中学校
→新潟青陵高校→長岡大学（4
年）　④長岡大学

選手
飯窪  麻未

（いいくぼ  まみ）　女
①昭和62年9月7日（19歳）
②山梨県　③山梨英和中学校
→山梨学院大学附属高校→山
梨学院大学（2年）　④山梨学
院大学

選手
藤野  舞子

（ふじの  まいこ）　女
①昭和58年5月25日（24歳）
②東京都　③花畑中学校→武
蔵野高校→拓殖大学　④キャ
ラノ・インベストメント
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コーチ
松本  行夫

（まつもと  ゆきお）　男
①昭和37年8月21日（44歳）
②栃木県　③宮の原中学校→
宇都宮南高校→日本体育大学
④栃木県公園事務所　⑥水泳
上級コーチ

コーチ
内藤  英樹

（ないとう  ひでき）　男
①昭和45年7月18日（37歳）
②埼玉県　③高台中学校→川
口市立川口高校→日本大学
④冨士常葉大学　⑥水泳上級
コーチ

選手
岡本  優

（おかもと  ゆう）　男
①昭和63年8月13日（18歳）
②栃木県　③陽南中学校→宇
都宮南高校→筑波大学（1年）
④筑波大学

選手
山下  美沙子

（やました  みさこ）　女
①昭和58年5月4日（24歳）
②石川県　③寺井中学校→小
松市立高校→早稲田大学
④早稲田大学

選手
中川  真依

（なかがわ  まい）　女
①昭和62年4月7日（20歳）
②石川県　③中海中学校→小
松市立高校→金沢学院大学（2
年）　④金沢学院大学

選手
渋沢  小哉芳

（しぶさわ  さやか）　女
①昭和59年4月5日（23歳）
②兵庫県　③野田中学校→保
谷高校→日本大学　④日本大
学
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監督
原　  朗

（はら  あきら）　男
①昭和31年7月15日（51歳）
②岡山県　③味野中学校→関
西高校→日本体育大学　④東
京情報大学　⑤㈶日本オリン
ピック委員会ジュニア強化コ
ーチ　⑥水泳上級コーチ

コーチ
当麻  成人

（たいま  なりひと）　男
①昭和36年1月15日（46歳）
②青森県　③鶴田中学校→青
森商業高校→日本体育大学→
日本体育大学大学院　④大阪
薬科大学　⑥水泳上級コーチ

コーチ
神田  久輝

（かんだ  ひさてる）　男
①昭和52年5月4日（30歳）
②京都府　③衣笠中学校→鳥
羽高校→日本体育大学　④西
京高等学校

選手
原口  泰博

（はらぐち  やすひろ）　男
①昭和61年3月2日（21歳）
②佐賀県　③昭中学校→佐賀
東高校→日本体育大学（4年）
④日本体育大学

選手
西栫  尚史

（にしかこい  なおふみ）　男
①昭和60年6月20日（22歳）
②鹿児島県　③伊集院北中学
校→鹿児島南高校→日本体育
大学（4年）　④日本体育大学

選手
志賀  諭

（しが  さとし）　男
①昭和60年6月13日（22歳）
②富山県　③前橋市立東中学
校→前橋商業高校→日本体育
大学（4年）　④日本体育大学

選手
木村  俊介

（きむら  しゅんすけ）　男
①昭和60年8月10日（21歳）
②青森県　③古川中学校→山
田高校→日本体育大学（4年）
④日本体育大学

選手
柳瀬  浩喜

（やなせ  ひろき）　男
①昭和62年3月27日（20歳）
②山梨県　③玉村中学校→前
橋商業高校→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学

選手
松本  宗

（まつもと  そう）　男
①昭和62年1月16日（20歳）
②岡山県　③味野中学校→関
西高校→日本体育大学（3年）
④日本体育大学

選手
伊禮  寛

（いれい  かん）　男
①昭和61年11月7日（20歳）
②沖縄県　③松島中学校→那
覇商業高校→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学

選手
柳瀬  彰良

（やなせ  あきら）　男
①昭和63年8月11日（18歳）
②山梨県　③玉村中学校→前
橋商業高校→日本体育大学（1
年）　④日本体育大学

選手
染谷  将利

（そめや  まさとし）　男
①昭和62年11月16日（19歳）
②東京都　③大久保中学校→
秀明英光高校→日本体育大学

（2年）　④日本体育大学
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選手
若松  弘樹

（わかまつ  ひろき）　男
①昭和62年4月27日（20歳）
②神奈川県　③犬蔵中学校→
秀明英光高校→早稲田大学（2
年）　④早稲田大学

選手
中村  友哉

（なかむら  ともや）　男
①昭和60年6月3日（22歳）
②埼玉県　③宮郷中学校→前
橋商業高校→日本大学（4年）
④日本大学

選手
柚木  斉

（ゆのき  ひとし）　男
①昭和60年8月22日（21歳）
②鹿児島県　③和田中学校→
鹿児島南高校→中央大学（4
年）　④中央大学

選手
大島  仁

（おおしま  ひとし）　男
①昭和58年12月22日（23歳）
②佐賀県　③大和中学校→佐
賀東高校→日本体育大学
④佐賀県立農業大学校
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監督
吉見  章

（よしみ  あきら）　男
①昭和31年5月20日（51歳）
②東京都　③常盤中学校→浦
和南高校→明治大学　④関東
大学サッカー連盟　⑥サッカ
ー上級コーチ

コーチ
大平  正軌

（おおひら  まさき）　男
①昭和45年5月16日（37歳）
②富山県　③瑞穂か丘中学校
→瑞陵高校　④流通経済大学
⑥サッカー上級コーチ

コーチ
伊藤  竜一

（いとう  りゅういち）　男
①昭和51年10月29日（30歳）
②秋田県　③市川第六中学校
→市立船橋高校→明海大学
④㈱セリエ　⑥サッカー上級
コーチ

ドクター
荒川  正一

（あらかわ  しょういち）　男
①昭和25年6月7日（57歳）
②東京都　③練成中学校→九
段高校→日本大学　④㈶神山
復生病院　⑥スポーツドクタ
ー

トレーナー
徳山  真也

（とくやま  しんや）　男
①昭和39年8月20日（42歳）
②東京都　③松沢中学校→東
海大学高輪台高校→東海大学
④小守スポーツマッサージ療
院　⑥アスレティックトレー
ナー

総務
古賀  初

（こが  はじめ）　男
①昭和45年4月13日（37歳）
②東京都　③荏原第三中学校
→日比谷高校→順天堂大学
④東京電機大学　⑥サッカー
上級コーチ

選手
林  彰洋

（はやし  あきひろ）　男
①昭和62年5月7日（20歳）
②東京都　③東大和三中→流
通経済大学付属柏高校→流通
経済大学（2年）　④流通経済
大学

選手
東口  順昭

（ひがしぐち  まさあき）　男
①昭和61年5月12日（21歳）
②大阪府　③芝谷中学校→洛
南高校→新潟経営大学（3年）
④新潟経営大学

選手
若田  和樹

（わかた  かずき）　男
①昭和62年10月25日（19歳）
②神奈川県　③奈良中学校→
弥栄西高校→法政大学（2年）
④法政大学

選手
村上  佑介

（むらかみ  ゆうすけ）　男
①昭和59年4月27日（23歳）
②東京都　③天沼中学校→国
士舘高校→順天堂大学（4年）
④順天堂大学

選手
鎌田  次郎

（かまた  じろう）　男
①昭和60年7月28日（22歳）
②東京都　③矢口中学校→蒲
田高校→流通経済大学（4年）
④流通経済大学

選手
長友  佑都

（ながとも  ゆうと）　男
①昭和61年9月12日（20歳）
②愛媛県　③北中学校→東福
岡高校→明治大学（3年）
④明治大学
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選手
吉村  修平

（よしむら  しゅうへい）　男
①昭和60年5月8日（22歳）
②岡山県　③芳田中学校→吉
田高校→関西大学（4年）
④関西大学

選手／旗手
兵藤  慎剛

（ひょうどう  しんごう）　男
①昭和60年7月29日（22歳）
②長崎県　③海星中学校→国
見高校→早稲田大学（4年）
④早稲田大学

選手
本田  拓也

（ほんだ  たくや）　男
①昭和60年4月17日（22歳）
②神奈川県　③中野中学校→
桐光学園高校→法政大学（4
年）　④法政大学

選手
菊地  光将

（きくち  こうすけ）　男
①昭和60年12月16日（21歳）
②埼玉県　③武蔵野中学校→
浦和東高校→駒澤大学（4年）
④駒澤大学

選手
鈴木  修人

（すずき  しゅうと）　男
①昭和60年8月31日（21歳）
②茨城県　③宮本中学校→市
立船橋高校→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学

選手
武井  択也

（たけい  たくや）　男
①昭和61年1月25日（21歳）
②栃木県　③東陽中学校→國
學院大學栃木高校→流通経済
大学（4年）　④流通経済大学

選手
平木  良樹

（ひらき  よしき）　男
①昭和61年10月17日（20歳）
②千葉県　③八街中学校→流
通経済大学付属柏高校→流通
経済大学（3年）　④流通経済
大学

選手
髙﨑  寛之

（たかさき  ひろゆき）　男
①昭和61年3月17日（21歳）
②茨城県　③八千代第一中学
校→古河第三高校→駒澤大学

（4年）　④駒澤大学

選手
辻尾  真二

（つじお  しんじ）　男
①昭和60年12月23日（21歳）
②大阪府　③庭代台中学校→
初芝橋本高校→中央大学（4
年）　④中央大学

選手
古部  健太

（ふるべ  けんた）　男
①昭和60年11月30日（21歳）
②兵庫県　③宝塚中学校→宝
塚高校→立命館大学（4年）
④立命館大学

選手
池田  圭

（いけだ  けい）　男
①昭和61年10月20日（20歳）
②千葉県　③木刈中学校→流
通経済大学付属柏高校→流通
経済大学（3年）　④流通経済
大学

選手
渡邉  千真

（わたなべ  かずま）　男
①昭和61年8月10日（20歳）
②長崎県　③国見中学校→国
見高校→早稲田大学（3年）
④早稲田大学
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選手
石井  秀典

（いしい  ひでのり）　男
①昭和60年9月23日（21歳）
②千葉県　③幸町第二中学校
→市立船橋高校→明治大学（4
年）　④明治大学

選手
小林  竜樹

（こばやし  たつき）　男
①昭和60年5月5日（22歳）
②栃木県　③城東中学校→前
橋育英高校→駒澤大学（4年）
④駒澤大学
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監督
田口  禎則

（たぐち  よしのり）　男
①昭和40年9月14日（41歳）
②埼玉県　③さいたま市立岸中
学校→さいたま市立浦和南高校
→筑波大学　④㈶日本サッカー
協会ナショナルコーチングスタ
ッフ　⑥サッカー上級コーチ

コーチ
太田  真司

（おおた  しんじ）　男
①昭和52年8月3日（30歳）
②滋賀県　③安土中学校→三
重県立四日市中央工業高校→
吉備国際大学　④吉備国際大
学　⑥サッカー上級コーチ

コーチ
小林  忍

（こばやし  しのぶ）　男
①昭和53年9月17日（28歳）
②埼玉県　③川口南中学校→
西武台高校→日本体育大学
④JFAアカデミー福島　⑥サ
ッカー上級コーチ

ドクター
吉岡  友和

（よしおか  ともかず）　男
①昭和49年11月10日（32歳）
②山梨県　③城南中学校→駿
台甲府高校→筑波大学　④筑
波大学

トレーナー
石田  裕子

（いしだ  ゆうこ）　女
①昭和45年7月27日（37歳）
②岡山県　③岡山大学附属中
学校→岡山一宮高校→ネブラ
スカ州立大学　④㈶岡山県体
育協会　⑥アスレティックト
レーナー

総務
松浦  由美子

（まつうら  ゆみこ）　女
①昭和60年1月9日（22歳）
②神奈川県　③相原中学校→
神奈川県立城山高校→東京女
子体育大学　④全日本大学女
子サッカー連盟

選手
天野  実咲

（あまの  みさき）　女
①昭和60年4月22日（22歳）
②岐阜県　③中央中学校→常
盤木学園→早稲田大学（4年）
④早稲田大学

選手
大友  麻衣子

（おおとも  まいこ）　女
①昭和60年11月17日（21歳）
②神奈川県　③浜中学校→磯
子高校→日本体育大学（4年）
④日本体育大学

選手
須藤  安紀子

（すどう  あきこ）　女
①昭和59年4月7日（23歳）
②東京都　③国分寺市立第二
中学校→府中東高校→日本女
子体育大学　④日テレ・ベレ
ーザ

選手
岩倉  三恵

（いわくら  みつえ）　女
①昭和59年8月18日（22歳）
②東京都　③貝塚中学校→日
本大学櫻丘高校→日本大学
④浦和レッドダイヤモンズレ
ディース

選手
田中  景子

（たなか  けいこ）　女
①昭和61年5月6日（21歳）
②東京都　③岩瀬中学校→聖
和学院→武蔵丘短期大学
④東京電力女子サッカー部マ
リーゼ

選手
佐藤  芽衣

（さとう  めい）　女
①昭和62年5月16日（20歳）
②福島県　③厚木市立厚木中
学校→法政女子高校→法政大
学（2年）　④日テレ・ベレー
ザ
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選手
河上  恵実子

（かわかみ  えみこ）　女
①昭和62年7月28日（20歳）
②大阪府　③城東中学校→武
庫川女子大学付属高等学校→
武庫川女子大学（2年）
④TASAKIペルーレFC

選手
後藤  史

（ごとう  ふみ）　女
①昭和61年10月25日（20歳）
②三重県　③鼓ヶ浦中学校→
常盤木学園→早稲田大学（3
年）　④ジェフユナイテッド市
原・千葉レディース

選手
那須  麻衣子

（なす  まいこ）　女
①昭和59年7月31日（23歳）
②大阪府　③赤目中学校→名
張高校→天理大学　④INAC
レオネッサ

選手
庭田  亜樹子

（にわた  あきこ）　女
①昭和59年9月12日（22歳）
②大阪府　③上之島中学校→
八尾高校→龍谷大学　④浦和
レッドダイヤモンズレディー
ス

選手
南山  千明

（みなみやま  ちあき）　女
①昭和60年10月16日（21歳）
②千葉県　③市川市立高谷中
学校→立志舎高校→日本女子
体育大学（4年）　④日テレ・
ベレーザ

選手
佐藤  衣里子

（さとう  えりこ）　女
①昭和60年11月25日（21歳）
②静岡県　③北上中学校→三
島南高等学校→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学

選手
伊藤  美菜子

（いとう  みなこ）　女
①昭和61年7月2日（21歳）
②神奈川県　③追浜中学校→
神村学園→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学

選手
清原  万里江

（きよはら  まりえ）　女
①昭和62年1月12日（20歳）
②滋賀県　③新堂中学校→神
村学園→立命館大学（3年）
④TASAKIペルーレFC

選手
高橋  悠

（たかはし  はるか）　女
①昭和62年6月2日（20歳）
②鹿児島県　③南指宿中学校
→鳳凰高校→吉備国際大学（2
年）　④吉備国際大学

選手
有吉  佐織

（ありよし  さおり）　女
①昭和62年11月1日（19歳）
②佐賀県　③神村学園→神村
学園→日本体育大学（2年）
④日本体育大学

選手
窪田  飛鳥

（くぼた  あすか）　女
①昭和60年7月1日（22歳）
②埼玉県　③大谷口中学校→
南稜高校→亜細亜大学（3年）
④浦和レッドダイヤモンズレ
ディース

選手
山口  麻美

（やまぐち  まみ）　女
①昭和61年8月13日（20歳）
②東京都　③田無第三中学校
→豊多摩高等学校→フロリダ
州立大学（2年）　④フロリダ
州立大学
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選手
松田  典子

（まつだ  のりこ）　女
①昭和61年11月19日（20歳）
②東京都　③桐蔭学園→桐蔭
学園→早稲田大学（3年）
④浦和レッドダイヤモンズレ
ディース

選手
中出  ひかり

（なかで  ひかり）　女
①昭和63年12月6日（18歳）
②三重県　③青山中学校→名
張高校→吉備国際大学（1年）
④吉備国際大学




