
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種別 種別 担当

1 陸上競技 山崎　一彦 男女競歩 今村　文男 全般 東中　友哉 メディカルスタッフ（トレーナー） 砂川　祐輝

中長距離・マラソン 高岡　寿成 男子短距離 土江　寛裕 情報・科学スタッフ　 杉田　正明

ハードル 苅部　俊二 情報・科学スタッフ　 遠藤　俊典

跳躍 森長　正樹 情報・科学スタッフ　 横田　真人

2 水泳 村松　さやか 競泳 梅原　孝之 競泳 下山　好充 情報・科学スタッフ　 緒方　茂生

AS 中島　貴子 競泳 平井　伯昌 情報・科学スタッフ　 鷲見　全弘

飛込 野村　孝路 AS 本間　三和子 競技用具スタッフ 草薙　あゆ美

水球 大本　洋嗣 AS 加島　知葉 競技用具スタッフ 遠藤　百茄

飛込 馬淵　崇英 競技用具スタッフ 香川　裕美

OWS 貴田　裕美 競技用具スタッフ 南　隆尚

水球 塩田　義法 競技用具スタッフ 泉尾　麻貴子

3 サッカー 反町　康治 男子 大岩　剛 男子 冨樫　剛一 メディカルスタッフ（トレーナー） 前田　弘

女子 池田　太 女子 西入　俊浩 メディカルスタッフ（トレーナー） 菊島　良介

メディカルスタッフ（トレーナー） 中野　江利子

情報・科学スタッフ　 越智　滋之

情報・科学スタッフ　 佐藤　孝大

情報・科学スタッフ　 寺口　謙介

4 スキー 河野　孝典 NC 久保　貴寛 JP 鷲澤　徹

CC 蛯沢　克仁 AL 河野　恭介

AL 川村　清司 AL 安食　真治

MO 城　勇太 MO 島谷　博幸

AE 綿貫　雅弘 FSSSBA 高尾　千穂

FSHPSSBA 津田　健太朗 SBSSBA 西田　崇

SX 原田　千耶子 SBHP 村上　大輔

SBHP 治部　忠重

SBX 五十嵐　幸太

SBSSBA 上島　しのぶ

5 テニス 土橋　登志久 男子 高田　充 女子 古庄　大二郎 メディカルスタッフ（トレーナー） 田中　基義

女子 吉川　真司 ジュニア男子 櫻井　準人

ジュニア男子 岩本　功

ジュニア女子 中山　芳徳

6 ボート 大戸　淳之介 ギザビエ　ドルフマン 原口　聖羅　 メディカルスタッフ（トレーナー） 野村　幸史

大林　邦彦 メディカルスタッフ（トレーナー） 下屋　勝比古

情報・科学スタッフ　 野口　紀子

情報・科学スタッフ　 稲垣　喜彦

7 平尾　豊 男子 高橋　章 男子 山下　学 メディカルスタッフ（トレーナー） 深澤　智明

女子 Jude Menezes 男子 渡邉　宏樹 情報・科学スタッフ　 中條　友博

男子 高瀬　克也 情報・科学スタッフ　 筒井　香

女子 小澤　和幸 競技用具スタッフ 厚川　俊也

女子 山本　由佳理

女子 新井　麻月

8 ボクシング ウラジミール　シン 及川　雄太 メディカルスタッフ（トレーナー） 寺中　靖幸

中村　幸太朗 情報・科学スタッフ　 冨岡　誠

竹田　益朗

鈴木　遥香

垣内　与

9 バレーボール 矢島　久德 男子 Philippe BLAIN（フィリップ・ブラン) 男子 伊藤　健士 メディカルスタッフ（トレーナー） 市毛　賢二

女子 眞鍋　政義 女子 川北　元 メディカルスタッフ（トレーナー） 小林　正和

女子 島田　桃大

ビーチバレーボール 牛尾　正和

女子 三枝　大地

ビーチバレーボール 山室　宏徳

ビーチバレーボール 白鳥　歩

10 体操 山本　宜史 トランポリン男子 伊藤　直木 体操 佐藤　寛朗 メディカルスタッフ（トレーナー） 中村　格子

体操女子 田中　光 体操 立花　泰則 情報・科学スタッフ　 立松　佳通

新体操 村田　由香里 新体操 吉岡　紀子 情報・科学スタッフ　 藤岡　里沙乃

トランポリン女子 丸山　章子 トランポリン 久保　実由

トランポリン 人見　雅樹

新体操 竹内　美和子

体操女子 大野　和邦

新体操 熨斗谷　さくら

体操男子 鹿島　丈博

11 バスケットボール 東野　智弥 男子 鈴木　良和 メディカルスタッフ（トレーナー） 緒方　博紀

女子 薮内　夏美 メディカルスタッフ（トレーナー） 一柳　武男

古海　五月 メディカルスタッフ（トレーナー） 岡本　香織

メディカルスタッフ（トレーナー） 岩松　真理恵

メディカルスタッフ（トレーナー） 松野　慶之

情報・科学スタッフ　 冨山　晋司

情報・科学スタッフ　 上野　経雄

情報・科学スタッフ　 梅津　ひなの

競技用具スタッフ 高木　歩幸

12 スケート 伊東　秀仁 フィギュア 竹内　洋輔 フィギュア 小林　芳子 メディカルスタッフ（トレーナー） 山本　葵

スピード・ショート 小原　英志 メディカルスタッフ（トレーナー） 村上　成道

スピード 長島　圭一郎 メディカルスタッフ（トレーナー） 早坂　優一

ショート・スピード 伴野　清貴 メディカルスタッフ（トレーナー） 入江　学

ショート・スピード 伊藤　雅敏 情報・科学スタッフ　 小原　悠里

スピード 大林　昌仁 情報・科学スタッフ　 石川　翔子

スピード 小原　健太郎 情報・科学スタッフ　 吉田　瑠衣

フィギュア 飯塚　弘記

スピード・ショート 加藤　条治

ショート・スピード 菊池　彩花

13 アイスホッケー 建部　彰弘 男子 ペリー　パーン 男子 岩本　裕司 メディカルスタッフ（トレーナー） 金子　知広

男子 山中　武司 メディカルスタッフ（トレーナー） 和光　努

ゴールキーパー 春名　真仁 競技用具スタッフ 吉田　年伸

女子 中島谷　友二朗

男子 外崎　慶

男子 大北　照彦

14 レスリング 赤石　光生 女子 吉村　祥子 グレコローマンスタイル 笹本　睦 情報・科学スタッフ　 小池　邦徳

フリースタイル 前田　翔吾

グレコローマンスタイル 江藤　正基

有延　大輝

ジュニア 馬渕　賢司

ジュニア 森下　浩

フリースタイル 小幡　邦彦

15 セーリング 宮本　貴文 レーザークラス 飯島　洋一

470級 中村　健一

470級 土居　一斗

Formula Kite 三部　泰誠

49er/FX 山田　真

470級 波多江　慶

佐藤　麻衣子

iQFOiL/Formula Kite 市川　航平

中村　悠耶

16 ウエイトリフティング 小宮山　哲雄 女子 平良　真理 細川　翔平

柴田　里穂

三宅　宏実

17 ハンドボール 小賀野　龍也 男子 Dagur Sigurdsson 男子 舎利弗　学 情報・科学スタッフ　 榧　浩輔

女子 楠本　繁生 男子 Antoni Parecki

石立　真悠子

川村　陸哉

18 自転車 三瓶　将廣 トラック ダニエル・ギシガー ロード 浅田　顕 情報・科学スタッフ　 橋本　直

ロード 柿木　孝之 情報・科学スタッフ　 白崎　啓太

BMXFS 出口　智嗣 情報・科学スタッフ　 宮﨑　大地

マウンテンバイク 小笠原　崇裕

BMXFSレース 吉村　樹希敢

ホッケー

令和4年度コーチ等設置事業　コーチ等一覧
令和5年2月1日付

ハイパフォーマンス
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ナショナルヘッドコーチ ナショナルチームコーチ ナショナルチームスタッフ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種別 種別 担当

令和5年2月1日付

ハイパフォーマンス
ディレクター

ナショナルヘッドコーチ ナショナルチームコーチ ナショナルチームスタッフ

トラック 上野　みなみ

19 卓球 宮﨑　義仁 馬場　美香 男子 田㔟　邦史 メディカルスタッフ（トレーナー） 羽生　綾子

女子 渡辺　武弘 メディカルスタッフ（トレーナー） 淺井　大一郎

ジュニア男子 劉　楽 メディカルスタッフ（トレーナー） 吉澤　昌和

情報・科学スタッフ　 水島　禎行

20 馬術 松本　謙 障害馬術 ロブ　エーレンス 情報・科学スタッフ　 中嶋　千秋

馬場馬術 マリエッタ　ヴィターゲス

総合馬術 ローラン　ブスケ

総合馬術 細野　茂之

総合馬術 土屋　毅明

21 フェンシング 青木　雄介 フランク ボアダン 菅原　智恵子 メディカルスタッフ（トレーナー） 八木澤　章太

ゴルバチュクオレクサンドル 古川　信清

グース・ジェローム 松岡　慧

エルワン・ルペシュ

22 柔道 金野　潤 女子 増地　克之 男子 古根川　実 メディカルスタッフ（トレーナー） 野元　悠司

男子 鈴木　桂治 男子 小野　卓志 メディカルスタッフ（トレーナー） 江本　祐一

男子 山田　祐太 情報・科学スタッフ　 中村　淳子

男子 各務　耕司 情報・科学スタッフ　 山本　幸紀

男子 川上　智弘 情報・科学スタッフ　 上村　香久子

男子 廣川　彰信

女子 上野　順恵

男子 秋本　啓之

女子 生田　秀和

女子 池田　ひとみ

女子 平野　幸秀

女子 野瀬　英豪

女子 今井　優子

女子 田村　昌大

23 バドミントン 歸山　好和 朴　柱奉 女子ダブルス 中島　慶

男子ダブルス タン・キムハー

女子シングルス 崔　相範

男子シングルス 中西　洋介

混合ダブルス ジェレミー・ガン

今井　紀夫

24 ライフル射撃 佐橋　朋木 三木　容子 ピストル Emil DUSHANOV 情報・科学スタッフ　 谷川　諒

ライフル Goran MAKSIMOVIC

エアライフル KIM WOO YOUNG

25 近代五種 村上　佳宏 手塚　賢二 メディカルスタッフ（トレーナー） 長谷川　仁美

古俣　治久 メディカルスタッフ（トレーナー） 山崎　真帆

26 ラグビーフットボール 岩渕　健輔 浅見　敬子 男女 徳永　剛 メディカルスタッフ（トレーナー） 古舘　昌宏

男子 坂田　貴宏 メディカルスタッフ（トレーナー） 宇賀神　奈央

男子 サイモン・エイモー 情報・科学スタッフ　 中島　正太

女子 西田　拓史 情報・科学スタッフ　 岩井　優

女子 兼松　由香

27 山岳・スポーツクライミング 安井　博志 スポーツクライミング 羽鎌田　直人 メディカルスタッフ（トレーナー） 山本　貴英

スポーツクライミング 鈴木　友希

スポーツクライミング 西谷　善子

スポーツクライミング 小林　由佳

28 カヌー 山田　亜沙妃 スラローム 山中　修司 スラローム クバン　ミラン

スラローム 金谷　徹

スラローム 八木　愛莉

スラローム 木立　彰

スプリント アレックス　ニコノロフ

スプリント 北口　千晶

スプリント Ferenc Szekszardi

スプリント 大園　政伸

29 アーチェリー 岡野　悟郎 田中　伸周 金　相勲 メディカルスタッフ（トレーナー） 長岡　光江

新井　武実

30 クレー射撃 梅津　宣弘 永島　宏泰

31 ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ･ﾘｭｰｼﾞｭ･ｽｹﾙﾄﾝ 大石　博暁 ボブスレー 鈴木  寛 スケルトン 進藤　亮祐 情報・科学スタッフ 中村　絢子

リュージュ 戸城　正貴

ボブスレー 木下　良弘

32 カーリング 柳　等 小笠原　歩 男子 Robert Ursel メディカルスタッフ（トレーナー） 宿岩　巧雄

33 トライアスロン 山根　英紀 福井　英郎 山倉　紀子 情報・科学スタッフ 生田目　颯

近藤　邦宏 情報・科学スタッフ 森谷　直樹

中山　俊行

武友　綾巳

川合　貴紀

村上　晃史

飯島　健二郎

34 ゴルフ 内田　愛次郎 Gareth Jones Craig Bishop メディカルスタッフ（トレーナー） 栖原　弘和

情報・科学スタッフ　 髙木　斗希夫

情報・科学スタッフ　 大木　七生

35 テコンドー 金井　洋 キョルギ 中川　貴哉

キョルギ 金　戴祐

キョルギ・プムセ 金　容星

金　大瑛

キョルギ 堀江　真加

キョルギ 山田　勇麿

キョルギ 榊原　圭一

36 ダンススポーツ 渡邊　将広 ブレイキン 石川　勝之

ブレイキン 福島　梨絵

ブレイキン 秋田　幸子

37 バイアスロン 高尾　広通 瀧澤　明博 メディカルスタッフ（トレーナー） 荻野　純一

出口　弘之 競技用具スタッフ 江口　忠弘

38 サーフィン 宗像　富次郎 井本　公文 三國　智子

道幸　もも

39 スケートボード 平野　英功 小川　元 早川　大輔 情報・科学スタッフ　 牛嶋  彪

宮本　美保

39名

■未設置の団体：野球

担当

40 ＪＯＣ 井上　康生 指導者 中竹　竜二 メディカルスタッフ（ドクター） 土肥　美智子

アスリート 水鳥　寿思 メディカルスタッフ（ドクター） 渡部　厚一

データベース＆テクノロジー 皆川　賢太郎 メディカルスタッフ（ドクター） 福田　直子

パリ対策プロジェクト 斎藤　麻美 メディカルスタッフ（ドクター） 武田　秀樹

ミラノ対策プロジェクト 矢野　大輔 メディカルスタッフ（ドクター） 小松　孝行

メディカルスタッフ（トレーナー） 江田　香織

メディカルスタッフ（トレーナー） 佐藤　正裕

情報・科学スタッフ 渡辺　啓太

情報・科学スタッフ 橋本　峻

情報・科学スタッフ 松森　知里

1名

小計
55名 184名 87名

365名

ハイパフォーマンス
マネージャー

サービスマネージャー
ナショナルチームスタッフ

合計

ハイパフォーマンス
ディレクター等

ナショナルヘッドコーチ ナショナルチームコーチ ナショナルチームスタッフ

小計
5名 0名 10名

16名

45名 55名 184名 97名

381名


