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本
　
部

Headquarters
本　部 合  計

27名

団長
青木　剛
（あおき　つよし）　男
①昭和22年1月3日（67歳）
②大分県　③県立佐伯鶴城高
校（大分県）→早稲田大学　
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦副会長兼専務理事、
倫理委員長、（公財）日本水泳
連盟副会長

副団長
田嶋　幸三
（たしま　こうぞう）　男
①昭和32年11月21日（56歳）
②熊本県　③埼玉市立浦和南
高校（埼玉県）→筑波大学→筑
波大学院　④（公財）日本サッ
カー協会　⑦常務理事、選手
強化本部副本部長、強化育成
専門部会長、JOCゴールドプ
ラン委員会副委員長、（公財）
日本サッカー協会副会長

総監督
髙田　裕司
（たかだ　ゆうじ）　男
①昭和29年2月17日（60歳）
②群馬県　③県立大泉高校
（群馬県）→日本体育大学　
④山梨学院大学　⑦理事、強
化育成専門部会副部会長、ナ
ショナルトレーニングセンタ
ー委員会副委員長、（公財）日
本レスリング協会専務理事

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（57歳）
②福岡県　③私立柳川高校
（福岡）→中央大学　④ブリヂ
ストンスポーツ㈱　⑦理事 、
選手強化本部副本部長、JOC
ゴールドプラン委員長、マー
ケティング委員会副委員長、
（公財）日本テニス協会常務理
事　⑧テニス上級コーチ

本部役員（競技担当）
鈴木　大地
（すずき　だいち）　男
①昭和42年3月10日（47歳）
②千葉県　③船橋市立船橋高
校（千葉県）→ 順天堂大学　
④順天堂大学　⑦理事 、情報・
医・科学専門部会副部会長、
（公財）日本水泳連盟会長

本部役員（競技・広報担当）
大塚　眞一郎
（おおつか　しんいちろう）　男
①昭和31年12月20日（57歳）
②東京都　③都立南高校（東
京都）→青山学院大学　④（公
社）日本トライアスロン連合
　⑦理事 、スポーツ環境専門
部会長、広報専門部会副部会
長、（公社）日本トライアスロ
ン連合専務理事

本部役員（総務担当）
柳谷　直哉
（やなぎや　なおや）　男
①昭和40年4月9日（49歳）
②青森県　③県立青森高校
（青森県）→中央大学　④（公
財）日本オリンピック委員会

アタッシェ
山後　貴弘
（やまご　たかひろ）　男
①昭和47年12月10日（41歳）
②熊本県　③私立桐光学園高
校（神奈川県）→慶應義塾大学
→慶應義塾大学大学院　④在
大韓民国日本国大使館

本部員
今井　泰徳
（いまい　やすのり）　男
①昭和46年8月4日（43歳）
②大分県　③県立大分上野丘
高校（大分県）→東京外国語大
学　④（公財）日本オリンピッ
ク委員会

本部員
萩原　直樹
（はぎわら　なおき）　男
①昭和47年1月13日（42歳）
②埼玉県　③県立熊谷西高校
（埼玉県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④（公財）日本オリ
ンピック委員会

本部員
須川　智弘
（すかわ　ともひろ）　男
①昭和48年4月1日（41歳）
②東京都　③私立世田谷学園
高校（東京都）→明治大学　
④（公財）日本オリンピック委
員会

本部員
山﨑　貴子
（やまさき　たかこ）　女
①昭和48年10月3日（40歳）
②島根県　③県立益田高校
（島根県）→日本体育大学　
④（公財）日本オリンピック委
員会
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本
　
部

Headquarters
本　部

本部員（メディカルスタッフ/トレーナー）
鈴木　岳
（すずき　たけし）　男
①昭和46年2月23日（43歳）
②東京都　③都立南多摩高
校（東京都）→Washington 
State University→筑波大学
大学院　④㈱R-body project
⑦医学サポート部門員　⑧ア
スレティックトレーナー

本部員（メディカルスタッフ/トレーナー）
後関　慎司
（ごせき　しんじ）　男
①昭和43年5月7日（46歳）
②東京都　③私立千葉日本大
学第一高校（千葉県）→国際鍼
灸専門学校→人間総合科学大
学大学院④東京スポーツ・レ
クリエーション専門学校
⑦医学サポート部門員　⑧ア
スレティックトレーナー

本部員（メディカルスタッフ/トレーナー）
髙橋　小夜利
（たかはし　さより）　女
①昭和47年7月7日（42歳）
②京都府　③道立札幌手稲高
校（北海道）→札幌医科大学　
④北海道メディカル・スポー
ツ専門学校　⑦医学サポート
部門員　⑧アスレティックト
レーナー

本部員（輸送）
清野　晃
（せいの　あきら）　男
①昭和39年8月16日（50歳）
②東京都　③私立市川学園高
校（千葉県）→専修大学　④㈱
JTBコーポレートセールス

本部員（輸送）
樺山　昌史
（かばやま　まさし）　男
①昭和52年1月26日（37歳）
②福岡県　③私立池田学園池
田高校（鹿児島県）→横浜国立
大学　④㈱JTBコーポレート
セールス

本部員（輸送）
水野　竹範
（みずの　たけのり）　男
①昭和47年12月29日（41歳）
②新潟県　③都立保谷高校
（東京都）→東京電機大学　
④㈱JTBコーポレートセール
ス

本部員
野原　基伸
（のはら　もとのぶ）　男
①昭和54年4月23日（35歳）
②兵庫県　③私立芝浦工業大
学柏高校（千葉県）→芝浦工業
大学　④（公財）日本オリンピ
ック委員会

本部員
貫井　宙
（ぬくい　ひろし）　男
①昭和63年4月9日（26歳）
②埼玉県　③私立開成高校
（東京都）→中央大学　④（公
財）日本オリンピック委員会

本部員（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（47歳）
②茨城県　③私立独協高校
（東京都）→順天堂大学　④国
立スポーツ科学センター　
⑦医学サポート部門副部門長
⑧スポーツドクター

本部員（メディカルスタッフ/ドクター）
真鍋　知宏
（まなべ　ともひろ）　男
①昭和47年1月23日（42歳）
②香川県　③私立慶應義塾高
校（神奈川県）→慶應義塾大学
→慶應義塾大学大学院　④慶
應義塾大学スポーツ医学研究
センター　⑦医学サポート部
門員、専任メディカルスタッ
フ（ドクター）　⑧スポーツド
クター

本部員（メディカルスタッフ/ドクター）
蒲原　一之
（かまはら　かずゆき）　男
①昭和40年4月19日（49歳）
②広島県　③私立広島学院高
校（広島県）→筑波大学→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
ト部門員　⑧スポーツドクタ
ー

本部員（メディカルスタッフ/ドクター）
半谷　美夏
（はんがい　みか）　女
①昭和47年6月16日（42歳）
②茨城県　③県立水戸第一高
校（茨城県）→秋田大学→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
ト部門員　⑧スポーツドクタ
ー
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本
　
部

本　部
Headquarters

本部員（輸送）
斎藤　隆人
（さいとう　たかひと）　男
①昭和50年5月14日（39歳）
②群馬県　③　④㈱JTBコー
ポレートセールス

本部員（輸送）
佐藤　光
（さとう　ひかり）　女
①平成2年12月9日（23歳）
②東京都　③県立新潟高校
（新潟県）→早稲田大学　④㈱
JTBコーポレートセールス

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（61歳）
②東京都　③目黒高校（東京
都）→上智大学
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陸
上
競
技

Athletics
陸上競技 男子選手 女子選手 役  員 合  計

30名 22名 15名 67名

監督
原田　康弘
（はらだ　やすひろ）　男
①昭和30年4月17日（59歳）
②宮城県　③私立南光学園東
北高校（宮城県）→日本体育大
学　④（公財）日本オリンピッ
ク委員会　⑦専任コーチング
ディレクター（トップアスリ
ート担当）、ナショナルコー
チ、JOC-NCA修了

コーチ
酒井　勝充
（さかい　かつみ）　男
①昭和35年3月30日（54歳）
②秋田県　③県立増田高校
（秋田県）　④コニカミノルタ
⑦JOC-NCA修了

コーチ
伊東　浩司
（いとう　こうじ）　男
①昭和45年1月29日（44歳）
②兵庫県　③私立報徳学園
（兵庫県）→東海大学→早稲田
大学大学院　④甲南大学　
⑦専任コーチングディレクタ
ー（ジュニアアスリート担
当）、JOC-NCA修了

コーチ
土江　寛裕
（つちえ　ひろやす）　男
①昭和49年6月14日（40歳）
②島根県　③県立出雲高校
（島根県）→早稲田大学→早稲
田大学大学院　④東洋大学

コーチ
瀧谷　賢司
（たきたに　けんし）　男
①昭和32年1月4日（57歳）
②奈良県　③奈良市立一条高
校（奈良県）→順天堂大学　
④大阪成蹊大学　⑧陸上競技
指導員

コーチ
宗　猛
（そう　たけし）　男
①昭和28年1月9日（61歳）
②大分県　③県立佐伯豊南高
校（大分県）　④旭化成

コーチ
武冨　豊
（たけとみ　ゆたか）　男
①昭和29年2月16日（60歳）
②佐賀県　③県立多久工業
（佐賀県）　④天満屋　⑧陸上
競技コーチ

コーチ
千葉　佳裕
（ちば　よしひろ）　男
①昭和54年4月29日（35歳）
②埼玉県　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→順天堂大学→順天
堂大学大学院　④城西大学

コーチ
吉田　孝久
（よしだ　たかひさ）　男
①昭和45年2月17日（44歳）
②神奈川県　③県立上郷高校
（神奈川県）→筑波大学→筑波
大学大学院　④日本女子体育
大学　⑦JOC-NCA修了　
⑧陸上競技コーチ

コーチ
栗山　佳也
（くりやま　よしなり）　男
①昭和30年7月16日（59歳）
②奈良県　③奈良市立一条高
校（奈良県）→筑波大学　④大
阪体育大学

コーチ
本田　陽
（ほんだ　よう）　男
①昭和34年4月29日（55歳）
②和歌山県　③県立浜松北高
校（静岡県）→慶應義塾大学/
マインツ大学→マインツ大学
大学院　④中京大学

コーチ
今村　文男
（いまむら　ふみお）　男
①昭和41年11月5日（47歳）
②千葉県　③私立八千代松陰
高校（千葉県）→東洋大学→順
天堂大学大学院　④富士通　
⑦JOC-NCA修了　⑧陸上競
技コーチ
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ドクター
鳥居　俊
（とりい　すぐる）　男
①昭和33年10月16日（55歳）
②愛知県　③私立東海高校
（愛知県）→東京大学　④早稲
田大学　⑧スポーツドクター

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（35歳）
②大阪府　③私立上宮太子高
校（大阪府）→早稲田大学→早
稲田大学大学院　④マキュモ
鍼灸治療院　⑦専任メディカ
ルスタッフ（トレーナー）　
⑧アスレティックトレーナー

トレーナー
田村　佑実保
（たむら　ゆみほ）　女
①昭和59年6月18日（30歳）
②広島県　③県立廿日市高校
（広島県）→鈴峯女子短期大学
→IGL医療専門学校　
④Solasta治療院

選手
山縣　亮太
（やまがた　りょうた）　男
①平成4年6月10日（22歳）
②広島県　③私立修道中学校
（広島県）→私立修道高校（広
島県）→慶應義塾大学（3年）　
④慶應義塾大学　⑤177cm
　⑥68kg

選手
飯塚　翔太
（いいづか　しょうた）　男
①平成3年6月25日（23歳）
②静岡県　③御前崎市立浜岡
中学校（静岡県）→私立藤枝明
誠高校（静岡県）→中央大学（4
年）　④ミズノ　⑤185cm　
⑥78kg

選手
原　翔太
（はら　しょうた）　男
①平成4年7月18日（22歳）
②長野県　③伊那市立伊那中
学校（長野県）→県立高遠高校
（長野県）→上武大学（4年）
④上武大学　⑤180cm　
⑥75kg

選手
金丸　祐三
（かねまる　ゆうぞう）　男
①昭和62年9月18日（27歳）
②大阪府　③高槻市立芝谷中
学校（大阪府 ）→私立大阪高校
（大阪府）→法政大学　④大塚
製薬　⑤177cm　⑥75kg

選手
加藤　修也
（かとう　のぶや）　男
①平成7年4月16日（19歳）
②静岡県　③磐田市立豊岡中
学校（静岡県）→県立浜名高校
（静岡県）→早稲田大学（1年）
④早稲田大学　⑤183cm　
⑥67kg

選手
髙瀬　慧
（たかせ　けい）　男
①昭和63年11月25日（25歳）
②静岡県　③静岡市立長田南
中学校（静岡県）→県立静岡西
高校（静岡県）→順天堂大学
④富士通㈱　⑤179cm　
⑥64kg

選手
藤光　謙司
（ふじみつ　けんじ）　男
①昭和61年5月1日（28歳）
②埼玉県　③さいたま市立三
室中学校（埼玉県）→さいたま
市立浦和高校（埼玉県）→日本
大学→日本大学大学院　④ゼ
ンリン　⑤182cm　⑥69kg

選手
髙平　慎士
（たかひら　しんじ）　男
①昭和59年7月18日（30歳）
②北海道　③旭川市立六合中
学校（北海道）→私立旭川大学
高校→順天堂大学　④富士通
⑤181cm　⑥64kg

選手
川元　奨
（かわもと　しょう）　男
①平成5年3月1日（21歳）
②神奈川県　③立野沢中学校
（長野県）→北佐久農業高校
（長野県）→日本大学（4年）
④日本大学　⑤175cm　
⑥68kg
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選手
佐藤　悠基
（さとう　ゆうき）　男
①昭和61年11月26日（27歳）
②静岡県　③清水町立南中学
校（静岡県）→私立佐久長聖高
校（長野県）→東海大学　④日
清食品グループ　⑤178cm
⑥60kg

選手
村山　紘太
（むらやま　こうた）　男
①平成5年2月23日（21歳）
②宮城県　③仙台市立八軒中
学校（宮城県）→私立明成高校
（宮城県）→城西大学（4年）
④城西大学　⑤175cm　
⑥54kg

選手
大迫　傑
（おおさこ　すぐる）　男
①平成3年5月23日（23歳）
②東京都　③町田市立金井中
学校（東京都）→私立佐久聖高
校（長野県）→早稲田大学　
④日清食品グループ　
⑤170cm　⑥52kg

選手
篠藤　淳
（しのとう　じゅん）　男
①昭和60年4月2日（29歳）
②兵庫県　③舞子中学校（兵
庫県）→県立飾磨工業高校（兵
庫県）→中央学院大学　④山
陽特殊製鋼　⑤171cm　
⑥54kg

選手
増野　元太
（ますの　げんた）　男
①平成5年5月24日（21歳）
②北海道　③北斗市立上磯中
学校（北海道）→私立函館大学
付属有斗高校（北海道）→国際
武道大学（3年）　④国際武道
大学　⑤182cm　⑥76kg

選手
岸本　鷹幸
（きしもと　たかゆき）　男
①平成2年5月6日（24歳）
②青森県　③むつ市立大平中
学校（青森県）→県立大湊高校
（青森県）→法政大学　④富士
通　⑤171cm　⑥61kg

選手
戸邉　直人
（とべ　なおと）　男
①平成4年3月31日（22歳）
②千葉県　③野田市立第二中
学校（千葉県）→私立専修大学
松戸高校（千葉県）→筑波大学
→筑波大学大学院（1年）
④千葉陸協　⑤194cm　
⑥72kg

選手
衞藤　昂
（えとう　たかし）　男
①平成3年2月5日（23歳）
②三重県　③鈴鹿市立白子中
学校（三重県）→国立鈴鹿工業
高等専門学校（三重県）→国立
鈴鹿工業高等専門学校　専攻
科→筑波大学大学院（2年）　
④筑波大学　⑤183cm　
⑥68kg

選手
山本　聖途
（やまもと　せいと）　男
①平成4年3月11日（22歳）
②愛知県　③私立岩津中学校
（愛知県）→私立岡崎城西高校
（愛知県）→中京大学　
④トヨタ自動車　⑤180cm
⑥70kg

選手
澤野　大地
（さわの　だいち）　男
①昭和55年9月16日（34歳）
②大阪府　③印西町立印西中
学校（千葉県）→私立成田高校
（千葉県）→日本大学→日本大
学大学院　④富士通　
⑤183cm　⑥74kg

選手
山本　凌雅
（やまもと　りょうま）　男
①平成7年7月14日（19歳）
②長崎県　③諫早市立高来中
学校（長崎県）→県立諫早農業
高校（長崎県）→順天堂大学（1
年）　④順天堂大学　
⑤178cm　⑥62kg

選手
新井　涼平
（あらい　りょうへい）　男
①平成3年6月23日（23歳）
②埼玉県　③長瀞町立長瀞中
学校（埼玉県）→県立皆野高校
（埼玉県）→国士舘大学　④ス
ズキ浜松AC　⑤183cm　
⑥90kg
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選手
山﨑　勇喜
（やまざき　ゆうき）　男
①昭和59年1月16日（30歳）
②富山県　③杉原中学校（富
山県）→県立富山商業高校（富
山県）→順天堂大学　④自衛
隊体育学校　⑤178cm　
⑥62kg

選手
松村　康平
（まつむら　こうへい）　男
①昭和61年11月25日（27歳）
②大阪府　③市立芝谷中学校
（大阪府）→私立清風高校（大
阪府）→山梨学院大学　
④三菱重工長崎　⑤176cm
⑥59kg

選手
川内　優輝
（かわうち　ゆうき）　男
①昭和62年3月5日（27歳）
②東京都　③鷲宮町立鷲宮中
学校（埼玉県）→県立春日部東
高校（埼玉県）→学習院大学　
④埼玉県庁　⑤175cm　
⑥62kg

選手
福島　千里
（ふくしま　ちさと）　女
①昭和63年6月27日（26歳）
②北海道　③幕別町立糠内中
学校（北海道）→帯広南商業高
校（北海道）→北海道ハイテク
ノロジー専門学校　④北海道
ハイテクAC　⑤166cm　
⑥50kg

選手
松本　奈菜子
（まつもと　ななこ）　女
①平成8年9月3日（18歳）
②静岡県　③静岡市立清水第
四中学校（静岡県）→浜松市立
高校（静岡県）（3年）　
④浜松市立高校　⑤160cm
⑥50kg

選手
青山　聖佳
（あおやま　せいか）　女
①平成8年5月1日（18歳）
②島根県　③松江市立第１中
学校（島根県）→県立松江商業
高校（島根県）（3年）　
④松江商業高校　⑤169cm
⑥59kg

選手
村上　幸史
（むらかみ　ゆきふみ）　男
①昭和54年12月23日（34歳）
②愛媛県　③上島町立生名中
学校（愛媛県）→私立今治明徳
高校（愛媛県）→日本大学→日
本大学大学院　④スズキ浜松
AC　⑤185cm　⑥97kg

選手
右代　啓祐
（うしろ　けいすけ）　男
①昭和61年7月24日（28歳）
②北海道　③江別市立大麻東
中学校（北海道）→私立札幌第
一高校（北海道）→国士舘大学
→国士舘大学大学院　④スズ
キ浜松AC　⑤196cm　
⑥95kg

選手
中村　明彦
（なかむら　あきひこ）　男
①平成2年10月23日（23歳）
②愛知県　③六ツ美北中学校
（愛知県）→私立岡崎城西高校
（愛知県）→中京大学　④スズ
キ浜松AC　⑤180cm　
⑥73kg

選手
鈴木　雄介
（すずき　ゆうすけ）　男
①昭和63年1月2日（26歳）
②神奈川県　③能美市立辰口
中学校（石川県）→県立小松高
校（石川県）→順天堂大学　
④富士通　⑤170cm　
⑥57kg

選手
髙橋　英輝
（たかはし　えいき）　男
①平成4年11月19日（21歳）
②岩手県　③花巻市立宮野目
中学校（岩手県）→県立花巻北
高校（岩手県）→岩手大学（4
年）　④岩手大学　⑤175cm
⑥58kg

選手
谷井　孝行
（たにい　たかゆき）　男
①昭和58年2月14日（31歳）
②富山県　③滑川市立滑川中
学校（富山県）→私立高岡向陵
高校（富山県）→日本大学　
④自衛隊体育学校　⑤167cm
⑥57kg
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選手
萩原　歩美
（はぎわら　あゆみ）　女
①平成4年6月1日（22歳）
②静岡県　③静岡市立南中学
校（静岡県）→私立常葉学園菊
川高校（静岡県）　④ユニクロ
⑤155cm　⑥40kg

選手
三郷　実沙希
（さんごう　みさき）　女
①平成元年4月21日（25歳）
②愛知県　③森町立泉陽中学
校（静岡県）→私立常葉学園菊
川高校（静岡県）　④スズキ浜
松AC　⑤165cm　⑥46kg

選手
中村　真悠子
（なかむら　まゆこ）　女
①平成2年11月20日（23歳）
②静岡県　③磐田市立磐田南
部中学校（静岡県）→県立磐田
北高校（静岡県）→京都教育大
学→筑波大学大学院（2年）
④筑波大学　⑤157cm　
⑥49kg

選手
木村　文子
（きむら　あやこ）　女
①昭和63年6月11日（26歳）
②広島県　③広島市立可部中
学校（広島県）→県立祇園北高
校（広島県）→横浜国立大学　
④エディオン　⑤168cm　
⑥53kg

選手
青木　益未
（あおき　ますみ）　女
①平成6年4月16日（20歳）
②岡山県　③岡山市立福田中
学校（岡山県）→私立創志学園
高校（岡山県）→環太平洋大学
（1年）　④環太平洋大学　
⑤166cm　⑥59kg

選手
久保倉　里美
（くぼくら　さとみ）　女
①昭和57年4月27日（32歳）
②北海道　③旭川市立緑ヶ丘
中学校（北海道）→道立旭川北
高校（北海道）→福島大学　
④新潟アルビレックスRC　
⑤161cm　⑥52kg

選手
市川　華菜
（いちかわ　かな）　女
①平成3年1月14日（23歳）
②愛知県　③豊田市立豊南中
学校（愛知県）→私立城西高校
（東京都）→中京大学　④ミズ
ノ　⑤164cm　⑥50kg

選手
藤森　安奈
（ふじもり　あんな）　女
①平成6年11月10日（19歳）
②千葉県　③横須賀市立武山
中学校（神奈川県）→私立東京
高校（東京都）→青山学院大学
（2年）　④青山学院大学　
⑤161cm　⑥54kg

選手
千葉　麻美
（ちば　あさみ）　女
①昭和60年9月25日（28歳）
②福島県　③矢吹町立矢吹中
学校（福島県）→県立郡山東高
校（福島県）→福島大学　④東
邦銀行　⑤162cm　⑥49kg

選手
尾西　美咲
（おにし　みさき）　女
①昭和60年2月24日（29歳）
②三重県　③伊勢市立小俣中
学（三重県）→県立宇治山田商
業高校（三重県）　④積水化学
⑤164cm　⑥46kg

選手
松﨑　璃子
（まつざき　りこ）　女
①平成4年12月24日（21歳）
②千葉県　③船橋市立古和釜
中学（千葉県）→船橋市立船橋
高校（千葉県）　④積水化学　
⑤157cm　⑥43kg

選手
西原　加純
（にしはら　かすみ）　女
①平成元年3月1日（25歳）
②京都府　③与謝野町立加悦
中学校（京都府）→府立宮津高
校（京都府）→佛教大学　④ヤ
マダ電機　⑤162cm　
⑥46kg
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選手
早川　英里
（はやかわ　えり）　女
①昭和56年11月15日（32歳）
②東京都　③区立喜多見中学
校（東京都）→都立駒場高校
（東京都）→成蹊大学　
④TOTO　⑤153cm
⑥42kg

選手
福本　幸
（ふくもと　みゆき）　女
①昭和52年1月4日（37歳）
②大阪府　③大阪市立淀中学
校（大阪府）→私立夙川学院高
校（兵庫県）→甲南大学→私立
中京女子大学大学院　④甲南
学園AC　⑤172cm　⑥52kg

選手
我孫子　智美
（あびこ　ともみ）　女
①昭和63年3月17日（26歳）
②滋賀県　③私立光泉中学校
（滋賀県）→私立光泉高校（滋
賀県）→同志社大学　④滋賀
レイクスターズ　⑤173cm
⑥54kg

選手
綾　真澄
（あや　ますみ）　女
①昭和55年1月1日（34歳）
②香川県　③坂出市立白峰中
学校（香川県）→県立飯山高校
（香川県）→中京大学　④丸善
工業　⑤165cm　⑥75kg

選手
海老原　有希
（えびはら　ゆき）　女
①昭和60年10月28日（28歳）
②栃木県　③上三川町立上三
川中学校（栃木県）→県立真岡
女子高校（栃木県）→国士舘大
学　④スズキ浜松AC　
⑤164cm　⑥66kg

選手
井上　麗
（いのうえ　れい）　女
①平成3年7月23日（23歳）
②大阪府　③宝塚市立宝塚中
学校（兵庫県）→市立尼崎高校
（兵庫県）　④天満屋　
⑤155cm　⑥41kg

選手
木﨑　良子
（きざき　りょうこ）　女
①昭和60年6月21日（29歳）
②京都府　③与謝野町立江陽
中学校（京都府 ）→府立宮津高
校（京都府）→佛教大学　④ダ
イハツ　⑤157cm　⑥43kg
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19名 19名 11名 49名

チームリーダー
泉　正文
（いずみ　まさふみ）　男
①昭和23年8月21日（66歳）
②北海道　③北海道札幌西高
校（北海道）→早稲田大学　
④㈱イナホスポーツ

ドクター
元島　清香
（もとじま　さやか）　女
①昭和47年5月15日（42歳）
②東京都　③私立日本大学第
二高校（東京都）→日本大学→
日本大学大学院　④高島平中
央総合病院　⑧スポーツドク
ター

監督
平井　伯昌
（ひらい　のりまさ）　男
①昭和38年5月31日（51歳）
②東京都　③私立早稲田高校
（東京都）→早稲田大学→早稲
田大学大学院　④東洋大学
⑦専任コーチングディレクタ
ー（ジュニアアスリート担
当）、JOC-NCA修了　⑧水泳
上級教師、水泳上級コーチ

コーチ
梅原　孝之
（うめはら　たかゆき）　男
①昭和45年7月17日（44歳）
②東京都　③私立日本大学付
属豊山高校（東京都）→旭川大
学　④JSS毛呂山スイミング
スクール　⑧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（66歳）
②熊本県　③県立諫早商業高
校（長崎県）→明治大学　
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦ナショナルコーチ　
⑧水泳上級教師、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（52歳）
②東京都　③私立中京高校
（岐阜県）→中央大学→アラバ
マ大学大学院　④中央大学　
⑧水泳上級コーチ

コーチ
原田　良勝
（はらだ　よしかつ）　男
①昭和46年10月21日（42歳）
②埼玉県　③県立騎西高校
（埼玉県）　④スウィン大教ス
イミングスクール　⑧水泳上
級コーチ

コーチ
竹村　吉昭
（たけむら　よしあき）　男
①昭和30年8月28日（59歳）
②京都府　③府立鴨沂高校
（京都府）→大阪体育大学　
④JSS長岡スイミングスクー
ル　⑧水泳上級コーチ

コーチ
岡田　昌之
（おかだ　まさゆき）　男
①昭和43年2月7日（46歳）
②千葉県　③私立八千代松陰
高校（千葉県）→千葉商科大学
④セントラルスポーツ㈱　
⑧水泳上級コーチ

コーチ
藤森　善弘
（ふじもり　よしひろ）　男
①昭和39年4月3日（50歳）
②愛知県　③私立東邦高校
（愛知県）→日本体育大学　
④日本体育大学　⑧水泳上級
コーチ

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（43歳）
②福井県　③私立北陸高校
（福井県）→明治学院大学→早
稲田大学大学院　④独立行政
法人日本スポーツ振興センタ
ー　⑧アスレティックトレー
ナー

選手
塩浦　慎理
（しおうら　しんり）　男
①平成3年11月26日（22歳）
②群馬県　③伊勢原市立山王
中学校（神奈川県）→私立湘南
工科大学付属高校（神奈川県）
→中央大学　④㈱ナガセ／イ
トマン東進　⑤188cm　
⑥90kg
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選手
伊藤　健太
（いとう　けんた）　男
①平成2年10月26日（23歳）
②愛知県　③名古屋市立港明
中学校（愛知県）→私立中京大
学附属中京高校（愛知県）→中
京大学→中京大学大学院（2
年）　④ミキハウス　
⑤182cm　⑥75kg

選手
原田　蘭丸
（はらだ　らんまる）　男
①昭和62年12月17日（26歳）
②千葉県　③八街中央中学校
（千葉県）→私立日本大学付属
豊山高校（東京都）→中央大学
④自衛隊体育学校　
⑤180cm　⑥81kg

選手
中村　克
（なかむら　かつみ）　男
①平成6年2月21日（20歳）
②東京都　③足立区立第十四
中学校（東京都）→私立武蔵野
高校（東京都）→早稲田大学（3
年）　④早稲田大学　
⑤182cm　⑥72kg

選手
萩野　公介
（はぎの　こうすけ）　男
①平成6年8月15日（20歳）
②栃木県　③作新学院中東部
（栃木県）→私立作新学院高校
（栃木県）→東洋大学（2年）
④東洋大学　⑤177cm　
⑥71kg

選手
松田　丈志
（まつだ　たけし）　男
①昭和59年6月23日（30歳）
②宮崎県　③延岡市立東海中
学校（宮崎県）→私立延岡学園
高校（宮崎県）→中京大学→中
京大学大学院　④セガサミー
⑤184cm　⑥84kg

選手
小堀　勇氣
（こぼり　ゆうき）　男
①平成5年11月25日（20歳）
②石川県　③能美市立辰口中
学校（石川県）→私立金沢高校
（石川県）→日本大学（3年）　
④日本大学　⑤183cm　
⑥77kg

選手
瀬戸　大也
（せと　だいや）　男
①平成6年5月24日（20歳）
②埼玉県　③毛呂山町立毛呂
山中学校（埼玉県）→私立埼玉
栄高校（埼玉県）→早稲田大学
（2年）　④早稲田大学／JSS毛
呂山スイミングスクール
⑤174cm　⑥70kg

選手
山本　耕平
（やまもと　こうへい）　男
①平成3年11月4日（22歳）
②和歌山県　③和歌山市立西
浜中学校（和歌山県）→和歌山
市立海南高校（和歌山県）→鹿
屋体育大学　④ミズノ㈱／ミ
ズノスイムチーム　
⑤175cm　⑥62kg

選手
竹田　渉瑚
（たけだ　しょうご）　男
①平成7年1月1日（19歳）
②富山県　③富山市立北部中
学校（富山県）→県立富山北部
高校（富山県）→法政大学（2
年）　④法政大学／コナミ　
⑤174cm　⑥60kg

選手
古賀　淳也
（こが　じゅんや）　男
①昭和62年7月19日（27歳）
②埼玉県　③熊谷市立富士見
中学校（埼玉県）→私立春日部
共栄高校（埼玉県）→早稲田大
学　④第一三共㈱　⑤182cm
⑥78kg

選手
入江　陵介
（いりえ　りょうすけ）　男
①平成2年1月24日（24歳）
②大阪府　③大阪市立天王寺
中学校（大阪府）→私立近畿大
学付属高校（大阪府）→近畿大
学　④㈱ナガセ／イトマン東
進　⑤178cm　⑥64kg

選手
小関　也朱篤
（こせき　やすひろ）　男
①平成4年3月14日（22歳）
②山形県　③鶴岡市立鶴岡第
四中学校（山形県）→私立羽黒
学園羽黒高校（山形県）→日本
体育大学　④ミキハウス　
⑤187cm　⑥81kg
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選手
冨田　尚弥
（とみた　なおや）　男
①平成元年4月22日（25歳）
②愛知県　③横須賀中学校
（愛知県）→私立豊川高校（愛
知県）→中京大学　④㈱デサ
ント／チームアリーナ　
⑤174cm　⑥74kg

選手
小日向　一輝
（こひなた　かずき）　男
①平成6年10月12日（19歳）
②東京都　③江戸川区立小岩
第五中学校（東京都）→私立千
葉商科大学付属高校（千葉県）
→明治大学（2年）　④セント
ラルスポーツ／明治大学　⑤
170cm　⑥64kg

選手
藤井　拓郎
（ふじい　たくろう）　男
①昭和60年4月21日（29歳）
②大阪府　③河内長野市立南
花台中学校（大阪府）→私立太
成学院大学高校（大阪府）→早
稲田大学　④㈱コナミスポー
ツ＆ライフ／コナミ　
⑤184cm　⑥82kg

選手
池端　宏文
（いけばた　ひろふみ）　男
①平成4年8月21日（22歳）
②熊本県　③九州学院中学校
（熊本県）→私立九州学院高校
（熊本県）→法政大学（4年）
④法政大学　⑤176cm　
⑥77kg

選手
平井　健太
（ひらい　けんた）　男
①平成6年5月7日（20歳）
②千葉県　③佐倉市立志津中
学校（千葉県）→私立千葉商科
大学付属高校（千葉県）→明治
大学（2年）　④セントラルス
ポーツ／明治大学　⑤172cm
⑥63kg

選手
藤森　太将
（ふじもり　ひろまさ）　男
①平成3年8月7日（23歳）
②神奈川県　③横浜市立田奈
中学校（神奈川県）→私立飛龍
高校（静岡県）→日本体育大学
→日本体育大学大学院（1年）
④ミキハウス　⑤176cm　
⑥68kg

選手
内田　美希
（うちだ　みき）　女
①平成7年2月21日（19歳）
②埼玉県　③明和町立明和中
学校（群馬県）→私立関東学園
大学付属高校（群馬県）→東洋
大学（2年）　④東洋大学　
⑤172cm　⑥63kg

選手
松本　弥生
（まつもと　やよい）　女
①平成2年3月8日（24歳）
②静岡県　③沼津市立今沢中
学校（静岡県）→私立飛龍高校
（静岡県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院　④ミキハ
ウス　⑤168cm　⑥65kg

選手
山口　美咲
（やまぐち　みさき）　女
①平成2年1月20日（24歳）
②長崎県　③諫早市立真城中
学校（長崎県）→私立近畿大学
付属高校（大阪府）→近畿大学
④イトマンスイミングスクー
ル　⑤165cm　⑥60kg

選手
渡部　香生子
（わたなべ　かなこ）　女
①平成8年11月15日（17歳）
②東京都　③私立武蔵野中学
校（東京都）→私立武蔵野高校
（東京都）（3年）　④JSS立石
ダイワスイミングスクール／
私立武蔵野高校　⑤166cm
⑥57kg

選手
五十嵐　千尋
（いがらし　ちひろ）　女
①平成7年5月24日（19歳）
②神奈川県　③横浜市立すす
き野中学校（神奈川県）→私立
日本大学付属藤沢高校（神奈
川県）→日本体育大学（1年）　
④日本体育大学　⑤170cm
⑥60kg

選手
宮本　靖子
（みやもと　やすこ）　女
①平成6年9月3日（20歳）
②熊本県　③熊本市立長峰中
学校（熊本県）→私立九州学院
高校（熊本県）→東洋大学（2
年）　④東洋大学　⑤164cm
⑥59kg
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選手
鈴木　聡美
（すずき　さとみ）　女
①平成3年1月29日（23歳）
②福岡県　③遠賀町立遠賀中
学校（福岡県）→私立九州産業
大学付属九州高校（福岡県）→
山梨学院大学　④ミキハウス
⑤168cm　⑥63kg

選手
金藤　理絵
（かねとう　りえ）　女
①昭和63年9月8日（26歳）
②広島県　③庄原市立庄原中
学校（広島県）→県立三次高校
（広島県）→東海大学→東海大
学大学院　④（一社）ぎふ瑞穂
スポーツガーデン／Jaked　
⑤175cm　⑥64kg

選手
星　奈津美
（ほし　なつみ）　女
①平成2年8月21日（24歳）
②埼玉県　③越谷市立栄進中
学校（埼玉県）→私立春日部共
栄高校（千葉県）→早稲田大学
④ミズノ㈱／ミズノスイムチ
ーム　⑤164cm　⑥56kg

選手
中野　未夢
（なかの　みゆ）　女
①平成9年10月13日（16歳）
②新潟県　③新潟市立東石山
中学校（新潟県）→県立長岡大
手高校（新潟県）（2年）　④ア
クシーひがし／県立長岡大手
高校　⑤156cm　⑥53kg

選手
寺村　美穂
（てらむら　みほ）　女
①平成6年9月27日（19歳）
②千葉県　③流山市立東部中
学校（千葉県）→私立千葉商科
大学付属高校（千葉県）→日本
大学（2年）　④セントラルス
ポーツ／日本大学　⑤164cm
⑥53kg

選手
清水　咲子
（しみず　さきこ）　女
①平成4年4月20日（22歳）
②栃木県　③大田原市立湯津
上中学校（栃木県）→私立作新
学院高校（栃木県）→日本体育
大学（4年）　④日本体育大学
⑤155cm　⑥49kg

選手
高野　綾
（たかの　あや）　女
①平成6年3月14日（20歳）
②大阪府　③東大阪市立上小
阪中学校（大阪府）→私立近畿
大学付属高校（大阪府）→同志
社大学（3年）　④イトマンス
イミングスクール／同志社大
学　⑤165cm　⑥54kg

選手
地田　麻未
（ちだ　あさみ）　女
①平成5年12月28日（20歳）
②東京都　③足立区立第十四
中学校（東京都）→都立墨田川
高校（東京都）→東洋大学（3
年）　④東洋大学　⑤163cm
⑥54kg

選手
竹村　幸
（たけむら　みゆき）　女
①平成元年7月25日（25歳）
②大阪府　③大阪市立天下茶
屋中学校（大阪府）→私立近畿
大学付属高校（大阪府）→近畿
大学　④イトマンスイミング
スクール　⑤173cm　
⑥61.5cm

選手
酒井　志穗
（さかい　しほ）　女
①平成2年12月1日（23歳）
②福岡県　③古賀市立古賀北
中学校（福岡県）→私立九州産
業大学付属九州高校（福岡県）
→九州産業大学　④ミキハウ
ス　⑤159cm　⑥54kg

選手
赤瀬　紗也香
（あかせ　さやか）　女
①平成6年8月25日（20歳）
②神奈川県　③横浜市立橘中
学校（神奈川県）→県立川崎北
高校（神奈川県）→日本体育大
学（2年）　④日本体育大学　
⑤165cm　⑥55kg

選手
神村　万里恵
（かみむら　まりえ）　女
①平成6年4月22日（20歳）
②東京都　③町田市立金井中
学校（東京都）→私立八王子学
園八王子高校（東京都）→明治
大学（2年）　④セントラルウ
ェルネスクラブ成瀬／明治大
学　⑤167cm　⑥60kg
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選手
髙橋　美帆
（たかはし　みほ）　女
①平成4年12月1日（21歳）
②京都府　③長岡京市立長岡
中学校（京都府）→私立京都外
大西高校（京都府）→日本体育
大学（4年）　④日本体育大学
⑤161cm　⑥56kg

25The 17th Asian Games Incheon 2014



Diving
水泳／飛込 男子選手 女子選手 役  員 合  計
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コーチ
坂井　弘靖
（さかい　ひろやす）　男
①昭和37年3月4日（52歳）
②佐賀県　③→日本体育大学
④日体桜華高校　⑧水泳上級
コーチ

コーチ
馬淵　崇英
（まぶち　すーえい）　男
①昭和38年10月20日（50歳）
②中華人民共和国　③神戸国
際大学　④JSS宝塚　⑧水泳
上級コーチ

選手
寺内　健
（てらうち　けん）　男
①昭和55年8月7日（34歳）
②兵庫県　③私立此花学院
（大阪府）→甲子園大学→甲子
園大学大学院　④ミキハウス
⑤170cm　⑥70kg

選手
岡本　優
（おかもと　ゆう）　男
①昭和63年8月13日（26歳）
②栃木県　③県立宇都宮南高
校（栃木県）→筑波大学→筑波
大学大学院　④JSS宝塚
⑤167cm　⑥64kg

選手
村上　和基
（むらかみ　かずき）　男
①平成元年5月19日（25歳）
②群馬県　③私立前橋育英高
校（群馬県）→上武大学
④（公財）三重県体育協会
⑤155cm　⑥56kg

選手
坂井　丞
（さかい　しょう）　男
①平成4年8月22日（22歳）
②神奈川県　③私立麻布大学
付属淵野辺高校（神奈川県）→
日本体育大学（4年）　④日本
体育大学　⑤171cm
⑥58kg

選手
辰巳　楓佳
（たつみ　ふうか）　女
①平成5年11月22日（20歳）
②兵庫県　③私立甲子園学院
高校（兵庫県）→甲子園大学（3
年）　④JSS宝塚　⑤156cm
⑥50kg

選手
板橋　美波
（いたはし　みなみ）　女
①平成12年1月28日（14歳）
②兵庫県　③御殿山中学校（3
年）　④JSS宝塚　
⑤150cm　⑥40kg

選手
渋沢　小哉芳
（しぶさわ　さやか）　女
①昭和59年4月5日（30歳）
②兵庫県　③都立保谷高校
（東京都）→日本大学　④セン
トラルスポーツNEX21
⑤166cm　⑥58kg

水
泳
／
飛
込
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Synchronized Swimming
水泳／シンクロナイズドスイミング 男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 11名 3名 14名

チームリーダー
金子　正子
（かねこ　まさこ）　女
①昭和19年4月12日（70歳）
②東京都　③私立東京家政学
院高校（東京都）→東京家政学
院大学　④（公財）日本水泳連
盟　⑦JOC-NCA修了　⑧水
泳上級コーチ

コーチ
井村　雅代
（いむら　まさよ）　女
①昭和25年8月16日（64歳）
②大阪府　③府立生野高校
（大阪府）→天理大学　④（一
社）井村シンクロクラブ
⑧水泳上級コーチ

コーチ
吉田　美保
（よしだ　みほ）　女
①昭和47年3月28日（42歳）
②大阪府　③私立城星学園高
校（大阪府）→大阪体育大学　
④独立行政法人日本スポーツ
振興センター　⑧水泳上級コ
ーチ

選手
乾　友紀子
（いぬい　ゆきこ）　女
①平成2年12月4日（23歳）
②滋賀県　③私立近江兄弟社
中学校（滋賀県）→私立近江兄
弟社高校（滋賀県）→立命館大
学　④芦屋大学　⑤170cm　
⑥57.5kg

選手
三井　梨紗子
（みつい　りさこ）　女
①平成5年9月23日（20歳）
②東京都　③私立日本大学第
一中学校（東京都）→私立日本
大学第一高校（東京都）→日本
大学（3年）　④日本大学　
⑤168cm　⑥57kg

選手
計盛　光
（かずもり　ひかる）　女
①平成6年5月17日（20歳）
②大阪府　③大阪市立友渕中
学校（大阪府）→私立四天王寺
高校（大阪府）→大阪体育大学
（2年）　④大阪体育大学　
⑤158cm　⑥48kg

選手
中村　麻衣
（なかむら　まい）　女
①平成元年1月13日（25歳）
②兵庫県　③私立松蔭中学校
（兵庫県）→私立松蔭高校（兵
庫県）→神戸松蔭女子学院　
④（一社）井村シンクロクラブ
⑤163cm　⑥52kg

選手
箱山　愛香
（はこやま　あいか）　女
①平成3年7月27日（23歳）
②長野県　③長野市立三陽中
学校（長野県）→私立長野日本
大学高校（長野県）→日本体育
大学　④栗田病院　
⑤176cm　⑥65kg

選手
吉田　胡桃
（よしだ　くるみ）　女
①平成3年12月1日（22歳）
②大阪府　③私立聖母被昇天
学院中学校（大阪府）→私立聖
母被昇天高校（大阪府）→追手
門学院大学　④（一社）井村シ
ンクロクラブ　⑤167cm　
⑥58kg

選手
荒井　美帆
（あらい　みほ）　女
①昭和63年9月3日（26歳）
②東京都　③葛飾区立東金町
中学校（東京都）→私立成立学
園高校（東京都）→日本大学　
④三起商行㈱　⑤167cm　
⑥55kg

選手
糸山　真与
（いとやま　まよ）　女
①平成3年11月1日（22歳）
②茨城県　③土浦市立土浦第
三中学校（茨城県）→私立聖徳
大学付属取手女子高校→日本
体育大学　④㈱ピーエヌエフ
シーテック　⑤166cm
⑥56kg

選手
中牧　佳南
（なかまき　かなみ）　女
①平成4年6月5日（22歳）
②大阪府　③豊中市立第九中
学校（大阪府）→私立四天王寺
高校（大阪府）→追手門学院大
学（4年）　④追手門学院大学
⑤168cm　⑥56kg

水
泳
／
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Synchronized Swimming
水泳／シンクロナイズドスイミング

選手
宮崎　夏実
（みやざき　なつみ）　女
①平成5年7月14日（21歳）
②東京都　③足立区立蒲原中
学校（東京都）→私立帝京高校
（東京都）→日本大学（3年）　
④日本大学　⑤164cm　
⑥51kg

選手
丸茂　圭衣
（まるも　けい）　女
①平成4年3月6日（22歳）
②大阪府　③箕面市立第2中
学校（大阪府）→府立千里青雲
高校（大阪府）→関西外国語大
学　④三菱電機株式会社　
⑤160cm　⑥50kg
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Water Polo (Men)
水泳／水球【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

13名 13 6名 34名

監督
大本　洋嗣
（おおもと　ようじ）　男
①昭和42年6月26日（47歳）
②千葉県　③千葉市立緑町中
学校（千葉県）→千葉市立千葉
高校（千葉県）→日本体育大学
→日本体育大学大学院　④日
本体育大学　⑦専任コーチン
グディレクター（ジュニアア
スリート担当）　⑧水泳上級
コーチ

コーチ
南　隆尚
（みなみ　たかひさ）　男
①昭和41年8月10日（48歳）
②和歌山県　③和歌山市立伏
虎中学校（和歌山県）→和歌山
県立桐蔭高校→筑波大学→筑
波大学大学院　④鳴門教育大
学　⑧水泳上級コーチ

コーチ
葛原　浩
（かつはら　ひろし）　男
①昭和47年12月31日（41歳）
②青森県　③青森市立三内中
学校（青森県）→県立青森商業
高校（青森県）→日本体育大学
④青森県立北斗高校　
⑧水泳上級コーチ

選手
棚村　克行
（たなむら　かつゆき）　男
①平成元年8月3日（25歳）
②沖縄県　③私立明治大学付
属中野中学校（東京都）→私立
明治大学付属中野高校（東京
都）→筑波大学　④公益財団法
人岐阜県体育協会／ブルボン
ウォーターポロクラブ柏崎
⑤184cm　⑥84kg

選手
福島　丈貴
（ふくしま　ともよし）　男
①平成5年6月3日（21歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立谷
山中学校（鹿児島県）→県立鹿
児島南高校（鹿児島県）→日本
体育大学（3年）　④日本体育
大学　⑤177cm　⑥75kg

選手
筈井　翔太
（はずい　しょうた）　男
①昭和61年9月30日（27歳）
②京都府　③京都市立洛東中
学校（京都市）→府立鳥羽高校
（京都府）→早稲田大学　④ブ
ルボンウォーターポロクラブ
柏崎　⑤177cm　⑥77kg

選手
志水　祐介
（しみず　ゆうすけ）　男
①昭和63年9月7日（26歳）
②熊本県　③熊本市立京陵中
学校（熊本県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→筑波大学　④ブ
ルボンウォーターポロクラブ
柏崎　⑤181cm　⑥93kg

選手
保田　賢也
（やすだ　けんや）　男
①平成元年3月29日（25歳）
②富山県　③富山市立富山北
部中学校（富山県）→県立富山
北部高校（富山県）→筑波大学
④ブルボンウォーターポロク
ラブ柏崎　⑤182cm
⑥77kg

選手
大川　慶悟
（おおかわ　けいご）　男
①平成2年3月11日（24歳）
②茨城県　③土浦市立土浦第
一中学校（茨城県）→私立秀明
英光高校（埼玉県）→日本体育
大学　④日本体育大学／全日
体大　⑤183cm　⑥96kg

選手
柳瀬　彰良｠
（やなせ　あきら）　男
①昭和63年8月11日（26歳）
②山梨県　③玉村町立玉村中
学校（群馬県）→県立前橋商業
高校（群馬県）→日本体育大学
→日本体育大学大学院
④白鵬女子高校／全日体大
⑤190cm　⑥95kg

選手
竹井　昂司
（たけい　こうじ）　男
①平成2年7月30日（24歳）
②京都府　③京都市立修学院
中学（京都府）→府立鳥羽高校
（京都府）→日本体育大学　④
全日体大　⑤176cm
⑥78kg

選手
角野　友紀
（かどの　ゆうき）　男
①平成2年9月14日（24歳）
②三重県　③四日市市立常磐
中学校（三重県）→私立津田学
園高校（三重県）→日本体育大
学　④㈱オフィス921／全日
体大　⑤177cm　⑥72kg

水
泳
／
水
球
【
男
子
】
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Water Polo (Men)
水泳／水球【男子】

選手
逸見　優太
（へんみ　ゆうた）　男
①平成3年5月19日（23歳）
②大阪府　③大阪市立茨田北
中学校（大阪府）→県立大分商
業高校（大分県）→日本体育大
学　④東京ガス横浜中央エネ
ルギー㈱／全日体大
⑤171cm　⑥74kg

選手
志賀　光明
（しが　みつあき）　男
①平成3年9月16日（23歳）
②富山県　③前橋市立東中学
校（群馬県）→県立前橋商業高
校（群馬県）→日本体育大学　
④全日体大　⑤177cm
⑥75kg

選手
荒井　陸
（あらい　あつし）　男
①平成6年2月3日（20歳）
②神奈川県　③川崎市立西高
津中学校（神奈川県）→私立秀
明英光高校（埼玉県）→日本体
育大学（3年）　④日本体育大
学　⑤169cm　⑥62kg

選手
足立　聖弥
（あだち　せいや）　男
①平成7年6月24日（19歳）
②岐阜県　③各務原市立中央
中学校（岐阜県）→私立秀明英
光高校（埼玉県）→日本体育大
学（1年）　④日本体育大学　
⑤172cm　⑥67kg

水
泳
／
水
球
【
男
子
】

30 The 17th Asian Games Incheon 2014



男子選手 女子選手 役  員 合  計

13名 13名 6名 32名Water Polo (Women)
水泳／水球【女子】

監督
藤原　秀規
（ふじわら　ひでのり）　男
①昭和44年5月21日（45歳）
②京都府　③府立鳥羽高校
（京都府）→筑波大学　④京都
府立鳥羽高校　⑧水泳上級コ
ーチ

コーチ
榎本　至
（えのもと　いたる）　男
①昭和42年9月17日（47歳）
②東京都　③私立桐朋高校
（東京都）→東京学芸大学→東
京学芸大学大学院　④鎌倉女
子大学　⑧水泳上級コーチ

コーチ
大井　恵滋
（おおい　けいじ）　男
①昭和47年6月17日（42歳）
②東京都　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→日本体育大学
④栄東高校　⑧水泳上級コー
チ

選手
三浦　里佳子
（みうら　りかこ）　女
①平成元年10月13日（24歳）
②山形県　③山形市立第四中
学校（山形県）→県立山形工業
高校（山形県）→日本体育大学
④白鵬女子高校／日体クラブ
　⑤171cm　⑥62kg

選手
梅田　優子
（うめだ　ゆうこ）　女
①平成6年3月4日（20歳）
②京都府　③京都市立西京極
中学校（京都府）→府立鳥羽高
校（京都府）→びわこ成蹊スポ
ーツ大学（3年）　④CNCウォ
ーターポロクラブびわこ
⑤168cm　⑥53kg

選手
中野　由美
（なかの　ゆみ）　女
①昭和61年7月1日（28歳）
②兵庫県　③神戸市立王塚台
中学校（兵庫県）→私立藤村女
子高校（東京都）→東京女子体
育大学　④東京都立桜町高校
／藤村　⑤160cm　⑥55kg

選手
曲山　紫乃
（まがりやま　しの）　女
①昭和62年9月20日（26歳）
②山形県　③山形市立金井中
学校（山形県）→県立山形工業
高校（山形県）→日本体育大学
④日体クラブ／SV B a y e r  
Uerdingen 08　⑤166cm　
⑥58kg

選手
志賀　美沙
（しが　みさ）　女
①昭和63年2月19日（26歳）
②京都府　③京都市立京都柳
池中学校（京都府）→私立藤村
女子高校（東京都）→東京女子
体育大学　④フレンテキャリ
アスタッフ㈲／藤村
⑤160cm　⑥53kg

選手
小川　沙希
（おがわ　さき）　女
①平成元年5月23日（25歳）
②千葉県　③君津市立八重原
中学校（千葉県）→私立聖徳大
学付属聖徳高校（茨城県）→日
本体育大学→日本体育大学大
学院　④㈱THINKフィットネ
ス／日体クラブ　⑤165cm
　⑥56kg

選手
中田　萌
（なかた　もえ）　女
①平成3年6月2日（23歳）
②兵庫県　③四日市市立桜中
学校（三重県）→府立鴨沂高校
（京都府）→日本体育大学
④日体クラブ　⑤160cm
⑥58kg

選手
柿市　衣里奈
（かきいち　えりな）　女
①平成3年7月24日（23歳）
②三重県　③菰野町立菰野中
学校（三重県）→県立菰野高校
（三重県）→日本体育大学
④日体クラブ　⑤160cm
⑥57kg

選手
森　翼
（もり　つばさ）　女
①平成3年10月18日（22歳）
②福岡県　③福岡市立高宮中
学校→県立柏陵高校（福岡県）
→びわこ成蹊スポーツ大学→
びわこ成蹊スポーツ大学大学
院（1年）　④CNCウォーター
ポロクラブびわこ
⑤162cm　⑥57kg

水
泳
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Water Polo (Women)
水泳／水球【女子】

選手
高橋　綾佳
（たかはし　あやか）　女
①平成4年5月28日（22歳）
②山形県　③河北町立河北中
学校（山形県）→県立山形工業
高校（山形県）→日本体育大学
（4年）　④日本体育大学
⑤174cm　⑥75kg

選手
固城　侑美
（こじょう　ゆみ）　女
①平成4年9月16日（22歳）
②兵庫県　③私立甲南女子中
学校（兵庫県）→私立藤村女子
高校（東京都）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学
⑤163cm　⑥57kg

選手
杉山　緑
（すぎやま　みどり）　女
①平成4年9月17日（22歳）
②神奈川県　③川崎市立稲田
中学校（神奈川県）→私立藤村
女子高校（東京都）→東京女子
体育大学（4年）　④東京女子
体育大学　⑤167cm
⑥70kg

選手
橋口　明希
（はしぐち　みつき）　女
①平成6年2月14日（20歳）
②兵庫県　③明石市立衣川中
学校（兵庫県）→私立藤村女子
高校（東京都）→東京女子体育
大学（3年）　④東京女子体育
大学　⑤161cm　⑥57kg

水
泳
／
水
球
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】
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Football (Men)
サッカー【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

20名 18名 11名 49名

監督
手倉森　誠
（てぐらもり　まこと）　男
①昭和42年11月14日（46歳）
②青森県　③県立五戸高校
（青森県）　④（公財）日本サッ
カー協会　⑦専任コーチング
ディレクター（トップアスリ
ート担当）　⑧サッカーS級コ
ーチ

コーチ
リカルド ロペス フェリペ 
男
①昭和46年12月30日（42歳）
②スペイン　③A t l e t i c o  
Madrid  Academy　④（公財）
日本サッカー協会

コーチ
早川　直樹
（はやかわ　なおき）　男
①昭和38年3月9日（51歳）
②東京都　③都立南多摩高校
（東京都）→東京衛生学園専門
学校　④（公財）日本サッカー
協会　⑦ナショナルコーチ　
⑧サッカーB級コーチ

ドクター
髙木　博
（たかぎ　ひろし）　男
①昭和44年1月25日（45歳）
②茨城県　③県立水戸第一高
校（茨城県）→昭和大学　④昭
和大学藤が丘病院　⑧スポー
ツドクター

技術スタッフ
寺門　大輔
（てらかど　だいすけ）　男
①昭和49年7月12日（40歳）
②東京都　③栃木県立宇都宮
高校→宇都宮大学→筑波大学
大学院　④独立行政法人日本
スポーツ振興センター　⑧サ
ッカーB級コーチ

総務
津村　尚樹
（つむら　なおき）　男
①昭和53年10月7日（35歳）
②宮城県　③道立室蘭清水ヶ
丘高校（北海道）→日本体育大
学　④（公財）日本サッカー協
会

選手
牲川　歩見
（にえかわ　あゆみ）　男
①平成6年5月12日（20歳）
②静岡県　③浜松市立東部中
学校･静岡県→県立磐田農業
高校（静岡県）　④ジュビロ磐
田　⑤194cm　⑥88kg

選手
室屋　成
（むろや　せい）　男
①平成6年4月5日（20歳）
②大阪府　③熊取北中学校
（大阪府）→私立青森山田高校
（青森県）→明治大学（1年）　
④明治大学　⑤176cm　
⑥65kg

選手
遠藤　航
（えんどう　わたる）　男
①平成5年2月9日（21歳）
②神奈川県　③横浜市立南戸
塚中学校（神奈川県）→県立金
井高校（神奈川県）→神奈川大
学　④湘南ベルマーレ
⑤178cm　⑥75kg

選手
岩波　拓也
（いわなみ　たくや）　男
①平成6年6月18日（20歳）
②兵庫県　③神戸市立東落合
中学校（兵庫県）→私立第一学
院高校（兵庫県）　④ヴィッセ
ル神戸　⑤186cm　⑥72kg

選手
西野　貴治
（にしの　たかはる）　男
①平成5年9月14日（21歳）
②大阪府　③茨木市立西陵中
学校（大阪府）→府立吹田東高
校（大阪府）→早稲田大学（2
年）　④ガンバ大阪
⑤187cm　⑥73kg

選手
山中　亮輔
（やまなか　りょうすけ）　男
①平成5年4月20日（21歳）
②千葉県　③柏市立第二中学
校（千葉県）→県立柏南高校
（千葉県）　④ジェフユナイテ
ッド市原・千葉　⑤171cm
⑥65kg

サ
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Football (Men)
サッカー【男子】

選手
大島　僚太
（おおしま　りょうた）　男
①平成5年1月23日（21歳）
②静岡県　③私立静岡学園中
学校（静岡県）→私立静岡学園
高校（静岡県）　④川崎フロン
ターレ　⑤168cm　⑥64kg

選手
原川　力
（はらかわ　りき）　男
①平成5年8月18日（21歳）
②山口県　③山口市立鴻南中
学校（山口県）→私立立命館宇
治高校（京都府）　④愛媛FC　
⑤175cm　⑥72kg

選手
鈴木　武蔵
（すずき　むさし）　男
①平成6年2月11日（20歳）
②ジャマイカ　③県立太田市
北中学校（群馬県）→私立桐生
第一高校（群馬県）　④アルビ
レックス新潟　⑤185cm　
⑥75kg

選手
中島　翔哉
（なかじま　しょうや）　男
①平成6年8月23日（20歳）
②東京都　③八王子市立別所
中学校（東京都）→私立第一学
院高校（兵庫県）　④FC東京
⑤164cm　⑥64kg

選手
金森　健志
（かなもり　たけし）　男
①平成6年4月4日（20歳）
②福岡県　③私立筑陽学園中
学校（福岡県）→私立筑陽学園
高校（福岡県）　④アビスパ福
岡　⑤171cm　⑥69kg

選手
矢島　慎也
（やじま　しんや）　男
①平成6年1月18日（20歳）
②埼玉県　③さいたま市立本
太中学校（埼玉県）→県立大宮
南高校（埼玉県）　④浦和レッ
ズ　⑤171cm　⑥67kg

選手
野津田　岳人
（のつだ　がくと）　男
①平成6年6月6日（20歳）
②広島県　③広島市立井口中
学校（広島県）→県立吉田高校
（広島県）　④サンフレッチェ
広島　⑤175cm　⑥69kg

選手
荒野　拓馬
（あらの　たくま）　男
①平成5年4月20日（21歳）
②北海道　③札幌市立北都中
学校（北海道）→北海道札幌工
業高校（北海道）　④コンサド
ーレ札幌　⑤178cm
⑥62kg

選手
喜田　拓也
（きだ　たくや）　男
①平成6年8月23日（20歳）
②神奈川県　③横浜市立仲尾
台中学校（神奈川県）→県立横
浜立野高校（神奈川県）　④横
浜F・マリノス　⑤169cm　
⑥63kg

選手
吉野　恭平
（よしの　きょうへい）　男
①平成6年11月8日（19歳）
②神奈川県　③仙台市立桜丘
中学校（宮城県）→県立菅高校
（神奈川県）　④サンフレッチ
ェ広島　⑤182cm　⑥70kg

選手
野澤　英之
（のざわ　ひでゆき）　男
①平成6年8月15日（20歳）
②埼玉県　③和光市立第三中
学校（埼玉県）→県立和光国際
高校（埼玉県）　④FC東京
⑤180cm　⑥70kg

選手
ポープ　ウィリアム
男
①平成6年10月21日（19歳）
②東京都　③日野市立第2中
学校（東京都）→ウィザース高
校（茨城県）　④東京ヴェルデ
イ　⑤191cm　⑥81kg
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Football (Men)
サッカー【男子】

選手
秋野　央樹
（あきの　ひろき）　男
①平成6年10月8日（19歳）
②千葉県　③印西市立木刈中
学校（千葉県）→県立柏中央高
校（千葉県）　④柏レイソル　
⑤176cm　⑥65kg

選手
植田　直通
（うえだ　なおみち）　男
①平成6年10月24日（19歳）
②熊本県　③宇土市立住吉中
学校（熊本県）→県立大津高校
（熊本県）　④鹿島アントラー
ズ　⑤186cm　⑥77kg

サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

35The 17th Asian Games Incheon 2014



男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 18名 10名 28名Football (Women)
サッカー【女子】

監督
佐々木　則夫
（ささき　のりお）　男
①昭和33年5月24日（56歳）
②山形県　③私立帝京高校
（東京都）→明治大学　④（公
財）日本サッカー協会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）、
JOC-NCA修了　⑧サッカーS
級コーチ

コーチ
中村　順
（なかむら　じゅん）　男
①昭和41年3月1日（48歳）
②兵庫県　③府立高槻南高校
（大阪府）→天理大学　④大宮
アルディージャ　⑧サッカー
A級コーチ

コーチ
前田　信弘
（まえだ　のぶひろ）　男
①昭和48年6月3日（41歳）
②香川県　③県立丸亀高校
（香川県）→同志社大学→新潟
医療福祉大学大学院　④（公
財）日本サッカー協会　⑧サ
ッカーA級コーチ

ドクター
齋田　良知
（さいた　よしとも）　男
①昭和50年6月17日（39歳）
②福島県　③県立磐城高校
（福島県）→順天堂大学→順天
堂大学大学院　④順天堂大学
⑧スポーツドクター

総務
山田　薫
（やまだ　かおり）　女
①昭和51年6月1日（38歳）
②静岡県　③県立三島北高校
（静岡県）→東京女子体育大学
④（公財）日本サッカー協会
⑧サッカーB級コーチ

選手
海堀　あゆみ
（かいほり　あゆみ）　女
①昭和61年9月4日（28歳）
②京都府　③長岡京市立長岡
第三中学校（京都府）→府立乙
訓高校（京都府）　④㈱アイナ
ックコーポレーション
⑤170cm　⑥64kg

選手
山根　恵里奈
（やまね　えりな）　女
①平成2年12月20日（23歳）
②広島県　③広島市立宇品中
学校（広島県）→県立富岡高校
（福島県）　④三井住友海上火
災保険㈱　⑤187cm
⑥79kg

選手
岩清水　梓
（いわしみず　あずさ）　女
①昭和61年10月14日（27歳）
②岩手県　③相模原市立大野
南中学校（神奈川県）→県立弥
栄西高校（神奈川県）→日本女
子体育大学　④東京ヴェルデ
ィ1969フットボールクラブ
㈱　⑤162cm　⑥53kg

選手
有吉　佐織
（ありよし　さおり）　女
①昭和62年11月1日（26歳）
②佐賀県　③私立神村学園中
等部（鹿児島県）→私立神村学
園高等部（鹿児島県）→日本体
育大学　④㈱クーパー・コー
チング・ジャパン
⑤159cm　⑥52kg

選手
北原　佳奈
（きたはら　かな）　女
①昭和63年12月17日（25歳）
②静岡県　③藤枝市立高洲中
学校（静岡県）→私立藤枝順心
高校（静岡県）→関東学園大学
④渡辺記念クリニック
⑤173cm　⑥62kg

選手
長船　加奈
（おさふね　かな）　女
①平成元年10月16日（24歳）
②大阪府　③豊中市立第八中
学校（大阪府）→府立豊島高校
（大阪府）　④㈱やまや
⑤170cm　⑥56kg

選手
臼井　理恵
（うすい　りえ）　女
①平成元年12月28日（24歳）
②東京都　③私立吉祥女子中
学（東京都）→私立吉祥女子高
校（東京都）→早稲田大学
④　⑤170cm　⑥60kg
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サッカー【女子】
Football (Women)

選手
羽座　妃粋
（はざ　ひすい）　女
①平成8年3月16日（18歳）
②兵庫県　③西宮市立瓦木中
学校（兵庫県）→日ノ本学園高
校（兵庫県）→日本体育大学（1
年）　④日本体育大学
⑤167cm　⑥55kg

選手
宮間　あや
（みやま　あや）　女
①昭和60年1月28日（29歳）
②千葉県　③大網白里市立白
里中学校（千葉県）→県立幕張
総合高校（千葉県）　④岡山湯
郷Belle　⑤157cm　⑥52kg

選手
川澄　奈穂美
（かわすみ　なほみ）　女
①昭和60年9月23日（28歳）
②長崎県　③大和市立つきみ
野中学校（神奈川県）→県立弥
栄西高校（神奈川県）→日本体
育大学　④㈱アイナックコー
ポレーション　⑤157cm　
⑥50kg

選手
阪口　夢穂
（さかぐち　みずほ）　女
①昭和62年10月15日（26歳）
②大阪府　③堺市立五箇荘中
学校（大阪府）→府立東百舌鳥
高校（大阪府）　④東京ヴェル
ディ1969フットボールクラ
ブ㈱　⑤165cm　⑥58kg

選手
木龍　七瀬
（きりゅう　ななせ）　女
①平成元年10月31日（24歳）
②神奈川県　③川崎市立井田
中学校（神奈川県）→神奈川高
等学院（神奈川）→東京女子体
育大学　④スカイブルーFC　
⑤161cm　⑥51kg

選手
中島　依美
（なかじま　えみ）　女
①平成2年9月27日（23歳）
②滋賀県　③滋賀県立野洲中
学校（滋賀県）→県立野洲高校
（滋賀県）　④㈱アイナックコ
ーポレーション　⑤158cm
⑥51kg

選手
猶本　光
（なおもと　ひかる）　女
①平成6年3月3日（20歳）
②福岡県　③私立福岡女学院
中学校（福岡県）→私立福岡女
学院高校（福岡県）→筑波大学
（3年）　④筑波大学
⑤158cm　⑥51kg

選手
髙瀬　愛実
（たかせ　めぐみ）　女
①平成2年11月10日（23歳）
②北海道　③北見市立高栄中
学校（北海道）→北海道文教大
学明清高校（北海道）　④㈱ア
イナックコーポレーション　
⑤164cm　⑥63kg

選手
菅澤　優衣香
（すがさわ　ゆいか）　女
①平成2年10月5日（23歳）
②千葉県　③千葉市立幕張西
中学校（千葉県）→県立富岡高
校（福島県）　④三井住友海上
火災保険㈱　⑤168cm
⑥63kg

選手
吉良　知夏
（きら　ちなつ）　女
①平成3年7月5日（23歳）
②大分県　③私立神村学園中
等部（鹿児島県）→私立神村学
園高等部（鹿児島県）　④㈱エ
コ計画　⑤162cm　⑥55kg

選手
増矢　理花
（ますや　りか）　女
①平成7年9月14日（19歳）
②徳島県　③楢葉町立楢葉中
学校（福島県）→県立富岡高校
（福島県）　④㈱アイナックコ
ーポレーション　⑤160cm
⑥53kg
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Tennis
テニス 男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 3名 11名

監督
高田　充
（たかだ　みつる）　男
①昭和44年9月26日（44歳）
②沖縄県　③県立沖縄工業高
校（沖縄県）→亜細亜大学
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦アシスタントナショ
ナルコーチ

監督
金子　友佳
（かねこ　ゆか）　女
①昭和51年4月1日（38歳）
②神奈川県　③私立湘南工科
大学附属高校（神奈川県）→東
京都市大学　④（公財）日本テ
ニス協会　⑦専任コーチング
ディレクター（トップアスリ
ート担当）

トレーナー
前田　准谷
（まえだ　のりひろ）　男
①昭和53年4月20日（36歳）
②新潟県　③県立新発田高校
（新潟県）→山梨大学　④マス
ケン・テニス・サポート㈱　
⑧アスレティックトレーナー

選手
伊藤　竜馬
（いとう　たつま）　男
①昭和63年5月18日（26歳）
②三重県　③北勢町立北勢中
学校（三重県）→私立長尾谷高
校（大阪府）　④北日本物産㈱
⑤181cm　⑥75kg

選手
杉田　祐一
（すぎた　ゆういち）　男
①昭和63年9月18日（26歳）
②宮城県　③柏市立松葉中学
校（千葉県）→私立湘南工科大
学附属高校（神奈川県）→早稲
田大学（4年）　④三菱電機㈱
⑤173cm　⑥66kg

選手
内山　靖崇
（うちやま　やすたか）　男
①平成4年8月5日（22歳）
②北海道　③札幌市立羊丘中
学校（北海道）→私立青森山田
高校（青森県）　④北日本物産
㈱　⑤183cm　⑥76kg

選手
西岡　良仁
（にしおか　よしひと）　男
①平成7年9月27日（18歳）
②三重県　③津市立橋北中学
校（三重県）→私立青森山田高
校（青森県）　④ヨネックス㈱
⑤171cm　⑥63kg

選手
穂積　絵莉
（ほづみ　えり）　女
①平成6年2月17日（20歳）
②神奈川県　③平塚市立浜岳
中学校（神奈川県）→私立鹿島
学園高校（茨城県）　④㈱レッ
ク興発　⑤167cm　⑥60kg

選手
江口　実沙
（えぐち　みさ）　女
①平成4年4月18日（22歳）
②福岡県　③私立富士見丘学
園中学校（東京都）→私立富士
見丘学園高校（神奈川県）
④北日本物産㈱　⑤173cm　
⑥60kg

選手
尾﨑　里紗
（おざき　りさ）　女
①平成6年4月10日（20歳）
②兵庫県　③神戸市立桃山台
中学校（兵庫県）→私立駿台甲
府高校（山梨県）　④江崎グリ
コ㈱　⑤162cm　⑥55kg

選手
青山　修子
（あおやま　しゅうこ）　女
①昭和62年12月19日（26歳）
②大阪府　③私立日本大学第
三中学校（東京都）→私立日本
大学第三高校（東京都）→早稲
田大学　④近藤乳業㈱
⑤154cm　⑥53kg

テ
ニ
ス

38 The 17th Asian Games Incheon 2014



Rowing
ボート 男子選手 女子選手 役  員 合  計

11名 2名 3名 16名

チームリーダー
崎山　利夫
（さきやま　としお）　男
①昭和34年12月6日（54歳）
②愛媛県　③松山市立津田中
学校（愛媛県）→県立松山東高
校（愛媛県）→東北大学　
④（公社）日本ボート協会　
⑦ナショナルコーチ

コーチ
大林　邦彦
（おおばやし　くにひこ）　男
①昭和36年3月12日（53歳）
②群馬県　③藤岡市立西中学
校（群馬県）→東京農業大学第
二高校（群馬県）→日本大学　
④（公社）日本ボート協会

技術スタッフ
今次　直樹
（いまつぐ　なおき）　男
①昭和45年11月21日（43歳）
②滋賀県　③大津市立瀬田中
学校→滋賀県立瀬田工業高校
（滋賀県）　④桑野造船㈱
⑧ボート上級コーチ

選手
須田　貴浩
（すだ　たかひろ）　男
①昭和56年1月6日（33歳）
②宮城県　③石巻市立門脇中
学校（宮城県）→県立石巻高校
（宮城県）→中央大学　④アイ
リスオーヤマ㈱　⑤181cm
⑥73kg

選手
大元　英照
（おおもと　ひでき）　男
①昭和59年8月12日（30歳）
②宮城県　③塩釜市立第二中
学校（宮城県）→県立塩釜高校
（宮城県）→仙台大学　④アイ
リスオーヤマ㈱　⑤179cm
⑥70kg

選手
小林　雅人
（こばやし　まさと）　男
①平成3年5月27日（23歳）
②千葉県　③香取市小見川中
学校（千葉県）→県立小見川高
校（千葉県）→日本大学　④戸
田中央総合病院RC
⑤174cm　⑥72.5cm

選手
伊藤　清剛
（いとう　きよたか）　男
①昭和62年5月31日（27歳）
②宮城県　③登米市立佐沼中
学校（宮城県）→県立佐沼高校
（宮城県）→明治大学　④NTT
東日本　⑤176cm　⑥70kg

選手
中村　澄人
（なかむら　すみと）　男
①平成4年3月30日（22歳）
②東京都　③私立サレジオ中
学校（東京都）→私立成城高校
（東京都）→一橋大学（4年）
④一橋大学　⑤183cm
⑥73.5cm

選手
平木　漠
（ひらき　ばく）　男
①平成4年2月18日（22歳）
②岡山県　③私立麗澤中学校
（千葉県）→私立麗澤高校（千
葉県）→一橋大学（4年）
④一橋大学　⑤179.5kg
⑥74kg

選手
西村　光生
（にしむら　みつお）　男
①平成2年1月22日（24歳）
②愛媛県　③愛媛県立広見中
学校（愛媛県）→県立宇和島水
産高校（愛媛県）→仙台大学　
④NTT東日本　⑤180cm　
⑥73kg

選手
今井　裕介
（いまい　ゆうすけ）　男
①昭和57年1月7日（32歳）
②長野県　③諏訪市立諏訪南
中学校（長野県）→県立岡谷南
高校（長野県）→中央大学
④NTT東日本　⑤180cm
⑥72kg

選手
片岡　勇
（かたおか　ゆう）　男
①昭和55年5月28日（34歳）
②熊本県　③熊本市立長嶺中
学校（熊本県）→私立熊本学園
大学付属高校（熊本県）→慶應
義塾大学　④明治安田生命保
険相互会社　⑤180cm
⑥72kg
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Rowing
ボート

選手
田立　健太
（ただち　けんた）　男
①昭和59年3月30日（30歳）
②埼玉県　③八潮市立大原中
学校（埼玉県）→県立八潮高校
（埼玉県）→中央大学　④戸田
中央総合病院RC　⑤177cm
⑥72kg

選手
佐々野　大輝
（ささの　ひろき）　男
①平成3年12月31日（22歳）
②福岡県　③北九州市立高須
中学校（福岡県）→県立東筑高
校（福岡県）→東北大学
④NTT東日本　⑤171.5kg
⑥55kg

選手
若井　江利
（わかい　えり）　女
①昭和61年6月18日（28歳）
②岐阜県　③坂祝町立坂祝中
学校（岐阜県）→県立加茂高校
（岐阜県）→早稲田大学
④ミキハウス　⑤163cm
⑥59kg

選手
末廣　あすみ
（すえひろ　あすみ）　女
①昭和62年12月21日（26歳）
②愛媛県　③宇和島市立城北
中学校（愛媛県）→県立宇和島
東高校（愛媛県立）　④デンソ
ー　⑤172cm　⑥61kg
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Hockey (Men)
ホッケー【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 16名 10名 43名

監督
藤原　信幸
（ふじはら　のぶゆき）　男
①昭和50年8月1日（39歳）
②島根県　③県立横田高校
（島根県）→明治大学　④（一
財）各務原市施設振興公社　
⑧ホッケー上級コーチ

コーチ
姜　建旭
（かん　ごんうく）　男
①昭和46年5月21日（43歳）
②大韓民国　③Kyeongsin 
high school（大韓民国）→韓
国体育大学　④各務原市役所
⑦JOC-NCA修了

トレーナー
坂口　顕
（さかぐち　あきら）　男
①昭和47年4月29日（42歳）
②岡山県　③私立立命館高校
（京都府）→立命館大学→神戸
大学大学院　④兵庫医療大学

技術スタッフ
河内　伸仁
（かわうち　しんじ）　男
①昭和61年12月2日（27歳）
②大分県　③県立玖珠農業高
校（大分県）→天理大学　④㈱
トゥエンティワン

技術スタッフ
栁本　主貴
（やなぎもと　かずき）　男
①平成4年2月18日（22歳）
②兵庫県　③私立天理高校
（奈良県）　④表示灯㈱

選手
髙瀬　克也
（たかせ　かつや）　男
①昭和58年5月20日（31歳）
②栃木県　③日光市立大沢中
学校（栃木県）→県立今市高校
（栃木県）→天理大学　④㈱槌
屋　⑤179cm　⑥87kg

選手
粥川　幸司
（かゆかわ　こうじ）　男
①昭和59年1月11日（30歳）
②岐阜県　③岐阜市立長森南
中学校（岐阜県）→県立岐阜総
合学園高校（岐阜県）→天理大
学　④表示灯㈱　⑤175cm
⑥76kg

選手
川上　啓
（かわかみ　けい）　男
①昭和59年4月3日（30歳）
②奈良県　③桜井市立桜井東
中学校（奈良県）→私立天理高
校（奈良県）→天理大学　④㈱
名古屋銀行　⑤173cm
⑥70kg

選手
小野　知則
（おの　とものり）　男
①昭和59年4月26日（30歳）
②山形県　③川西町立玉庭中
学校（山形県）→県立置賜農業
高校（山形県）→天理大学
④金印㈱　⑤168cm
⑥63kg

選手
長澤　克好
（ながさわ　かつよし）　男
①昭和60年10月30日（28歳）
②京都府　③京丹波町立蒲生
野中学校（京都府）→私立天理
高校（奈良県）→天理大学
④表示灯㈱　⑤180cm
⑥80kg

選手
畠山　学
（はたけやま　まなぶ）　男
①昭和62年5月25日（27歳）
②富山県　③小矢部市立石動
中学校（富山県）→私立天理高
校（奈良県）→東京農業大学　
④朝日機器㈱　⑤180cm　
⑥83kg

選手
坂本　博紀
（さかもと　ひろき）　男
①昭和62年7月8日（27歳）
②和歌山県　③上富田町立上
富田中学校（和歌山県）→私立
天理高校（奈良県）→天理大学
④和歌山県教育庁
⑤177cm　⑥74kg
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Hockey (Men)
ホッケー【男子】

選手
橘　敏郎
（たちばな　としろう）　男
①昭和62年10月1日（26歳）
②福井県　③朝日町立朝日西
中学校（福井県）→私立天理高
校（奈良県）→朝日大学　④表
示灯㈱　⑤176cm　⑥81kg

選手
田中　健太
（たなか　けんた）　男
①昭和63年5月4日（26歳）
②滋賀県　③米原市立伊吹山
中学校（滋賀県）→私立天理高
校（奈良県）→立命館大学
④和歌山県教育庁　
⑤173cm　⑥67kg

選手
川上　良平
（かわかみ　りょうへい）　男
①平成元年1月25日（25歳）
②岐阜県　③各務原市立鵜沼
中学校（岐阜県）→県立岐阜各
務野高校（岐阜県）→東海学院
大学　④ホンダロジコム㈱　
⑤172cm　⑥71kg

選手
山下　学
（やました　まなぶ）　男
①平成元年2月4日（25歳）
②東京都　③小矢部市立大谷
中学校（富山県）→県立石動高
校（富山県）→東京農業大学
④表示灯㈱　⑤173cm
⑥70kg

選手
藤本　一平
（ふじもと　いっぺい）　男
①平成元年3月27日（25歳）
②山梨県　③都留市立都留第
一中学校（山梨県）→私立天理
高校（奈良県）→早稲田大学
④表示灯㈱　⑤173cm
⑥70kg

選手
北里　謙治
（きたざと　けんじ）　男
①平成元年5月19日（25歳）
②熊本県　③小国町立小国中
学校（熊本県）→県立小国高校
（熊本県）→山梨学院大学
④飯能市役所　
⑤175cm　⑥70kg

選手
中山　康大
（なかやま　やすひろ）　男
①平成元年9月4日（25歳）
②富山県　③小矢部市立津沢
中学校（富山県）→私立天理高
校（奈良県）→法政大学　④表
示灯㈱　⑤173cm　⑥69kg

選手
塩川　直人
（しおかわ　なおと）　男
①平成元年9月29日（24歳）
②滋賀県　③米原市立伊吹山
中学校（滋賀県）→私立天理高
校（奈良県）→山梨学院大学
④大阪シーリング印刷㈱
⑤180cm　⑥70kg

選手
山部　晃嗣
（やまべ　こうし）　男
①平成2年8月7日（24歳）
②熊本県　③小国町立小国中
学校（熊本県）→県立小国高校
（熊本県）→東海学院大学
④表示灯㈱　⑤176cm
⑥66kg
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Hockey (Women)
ホッケー【女子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 16名 10名 42名

監督
柳　承辰
（ゆー　すんじん）　男
①昭和44年1月20日（45歳）
②大韓民国　③慶信高校（大
韓民国）→慶北大学→中京大
学大学院　④コカ・コーラウ
エスト㈱　⑦JOC-NCA修了

コーチ
桐井　志野
（きりい　しの）　女
①昭和56年3月23日（33歳）
②広島県　③私立進徳高校
（広島県）　④コカ・コーラウ
エスト㈱　⑧ホッケー上級コ
ーチ

総務
前田　夏希
（まえだ　なつき）　女
①昭和61年9月1日（28歳）
②富山県　③県立石動高校
（富山県）→山梨学院大学
④コカ・コーラウエスト㈱

技術スタッフ
朴　善美
（ぱく　そんみ）　女
①昭和57年8月2日（32歳）
②大韓民国　③富川女子高校
（大韓民国）→韓国体育大学　
④コカ・コーラウエスト㈱

トレーナー
坂爪　慶
（さかつめ　けい）　男
①昭和47年7月7日（42歳）
②新潟県　③県立新津高校
（新潟県）→龍谷大学→明治東
洋医学院　④坂爪鍼灸治療院

選手
吉川　由華
（よしかわ　ゆか）　女
①昭和58年10月24日（30歳）
②富山県　③小矢部市立大谷
中学校（富山県）→県立石動高
校（富山県）→山梨学院大学　
④コカ・コーラウエスト㈱　
⑤164cm　⑥68kg

選手
小野　真由美
（おの　まゆみ）　女
①昭和59年8月14日（30歳）
②富山県　③小矢部市立大谷
中学校（富山県）→県立石動高
校（富山県）→天理大学
④コカ・コーラウエスト㈱
⑤170cm　⑥61kg

選手
眞鍋　敬子
（まなべ　けいこ）　女
①昭和62年3月11日（27歳）
②岐阜県　③可児市立東可児
中学校（岐阜県）→県立岐阜女
子商業高校（岐阜県）→東海学
院大学　④㈱南都銀行
⑤154cm　⑥55kg

選手
大田　昭子
（おおた　あきこ）　女
①昭和61年9月15日（28歳）
②鹿児島県　③樋脇町立樋脇
中学校（鹿児島県）→県立樋脇
高校（鹿児島県）→天理大学　
④コカ・コーラウエスト㈱　
⑤160cm　⑥59kg

選手
及川　栞
（おいかわ　しほり）　女
①平成元年3月12日（25歳）
②岩手県　③沼宮内町立沼宮
内中学校（岩手県）→県立不来
方高校（岩手県）→天理大学　
④ソニーイーエムシーエス㈱
　⑤164cm　⑥58kg

選手
坂井　志帆
（さかい　しほ）　女
①平成元年7月19日（25歳）
②岐阜県　③各務原市立那加
中学校（岐阜県）→県立岐阜各
務野高校（岐阜県）→東海学院
大学　④ソニーイーエムシー
エス㈱　⑤172cm　⑥61kg

選手
中川　未由希
（なかがわ　みゆき）　女
①昭和61年12月20日（27歳）
②岐阜県　③各務原市立蘇原
中学校（岐阜県）→県立岐阜女
子商業高校（岐阜県）→東海学
院大学　④ソニーイーエムシ
ーエス㈱　⑤161cm　
⑥52kg
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Hockey (Women)
ホッケー【女子】

選手
三橋　亜記
（みつはし　あき）　女
①平成元年9月12日（25歳）
②宮城県　③築館町立築館中
学校（宮城県）→県立築館高校
（宮城県）→山梨学院大学
④コカ・コーラウエスト㈱
⑤165cm　⑥57kg

選手
笠原　佳乃
（かさはら　よしの）　女
①平成3年4月10日（23歳）
②大阪府　③私立羽衣学園中
学校（大阪府）→私立羽衣学園
高校（大阪府）→天理大学（4
年）　④コカ・コーラウエス
ト㈱　⑤163cm　⑥58kg

選手
永井　友理
（ながい　ゆり）　女
①平成4年5月26日（22歳）
②岐阜県　③各務原市立中央
中学校（岐阜県）→県立岐阜各
務野高校（岐阜県）→東海学院
短期大学　④ソニーイーエム
シーエス㈱　⑤155cm
⑥56kg

選手
西村　綾加
（にしむら　あやか）　女
①平成元年5月10日（25歳）
②滋賀県　③米原市立伊吹山
中学校（滋賀県）→県立伊吹高
校（滋賀県）→天理大学
④コカ・コーラウエスト㈱
⑤165cm　⑥58kg

選手
大塚　志穂
（おおつか　しほ）　女
①平成元年10月16日（24歳）
②島根県　③横田町立横田中
学校（島根県）→県立横田高校
（島根県）→天理大学　④㈱南
都銀行　⑤158cm　⑥54kg

選手
野村　香奈
（のむら　かな）　女
①平成2年3月23日（24歳）
②福井県　③越前町立糸生中
学校（福井県）→県立丹生高校
（福井県）→天理大学　④㈱南
都銀行　⑤167cm　⑥55kg

選手
永井　葉月
（ながい　はづき）　女
①平成6年8月15日（20歳）
②岐阜県　③各務原市立中央
中学校（岐阜県）→県立岐阜各
務野高校（岐阜県）　④ソニー
イーエムシーエス㈱
⑤152cm　⑥56kg

選手
新井　麻月
（あらい　まづき）　女
①昭和63年11月28日（25歳）
②大阪府　③私立羽衣学園中
学校（大阪府）→私立羽衣学園
高校（大阪府）→天理大学
④コカ・コーラウエスト㈱
⑤165cm　⑥59kg

選手
柴田　あかね
（しばた　あかね）　女
①昭和63年4月30日（26歳）
②栃木県　③日光市立豊岡中
学校（栃木県）→県立今市高校
（栃木県）→天理大学　④グラ
クソ・スミスクライン㈱
⑤152cm　⑥50kg
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Boxing
ボクシング 男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 2名 2名 10名

監督
樋山　茂
（ひやま　しげる）　男
①昭和29年2月4日（60歳）
②兵庫県　③私立浪商高校
（大阪府）→近畿大学　④芦屋
大学 教授　⑧ボクシング上級
コーチ

コーチ
高見　公明
（たかみ　ひろあき）　男
①昭和35年8月7日（54歳）
②佐賀県　③私立浪商高校
（大阪府）→大阪体育大学
④奈良県立王寺工業高校
⑧ボクシングコーチ

選手
柏﨑　刀翔
（かしわさき　とうしょう）　男
①平成3年1月7日（23歳）
②石川県　③県立山代中学校
（石川県）→県立大聖寺実業
高校（石川県）→日本大学　④
陸上自衛隊朝霞駐屯地　⑤
166cm　⑥54kg

選手
林田　翔太
（はやしだ　しょうた）　男
①平成4年7月21日（22歳）
②千葉県　③浦安市立堀江中
学校（千葉県）→習志野市立習
志野高校（千葉県）→駒澤大学
④駒澤大学　⑤172cm
⑥52kg

選手
藤田　健児
（ふじた　けんじ）　男
①平成6年1月19日（20歳）
②岡山県　③倉敷市立水島中
学校（岡山県）→私立倉敷高校
（岡山県）→拓殖大学（3年）　
④拓殖大学　⑤169cm　
⑥58kg

選手
清水　聡
（しみず　さとし）　男
①昭和61年3月13日（28歳）
②岡山県　③総社市立昭和中
学校（岡山県）→私立関西高校
（岡山県）→駒澤大学　④ミキ
ハウス　⑤179cm　⑥63kg

選手
川内　将嗣
（かわち　まさつぐ）　男
①昭和60年11月25日（28歳）
②佐賀県　③鹿島市立西部中
学校（佐賀県）→私立龍谷高校
（大分県）→専修大学
④陸上自衛隊朝霞駐屯地
⑤178cm　⑥69kg

選手
鈴木　康弘
（すずき　やすひろ）　男
①昭和62年11月25日（26歳）
②北海道　③私立南が丘中学
校（北海道）→私立北海学園札
幌高校（北海道）→拓殖大学
④陸上自衛隊朝霞駐屯地
⑤187cm　⑥70kg

選手
釘宮　智子
（くぎみや　ともこ）　女
①平成3年9月18日（23歳）
②奈良県　③桜井市立大三輪
中学校（奈良県）→県立朱雀高
校（奈良県）→平成国際大学　
④芦屋大学職員　⑤165cm
　⑥51kg

選手
箕輪　綾子
（みのわ　あやこ）　女
①昭和62年11月4日（26歳）
②栃木県　③宇都宮市立横川
中学校（栃木県）→私立宇都宮
文星女子高校（栃木県）→日本
体育大学　④㈲フローリスト
蘭　⑤159cm　
⑥58kg
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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 12名 8名 32名

監督
南部　正司
（なんぶ　まさし）　男
①昭和42年8月6日（47歳）
②大阪府　③私立大阪商業大
学附属高校（大阪府）→大阪商
業大学　④パナソニック㈱　
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）
⑧バレーボール上級コーチ

コーチ
真保　綱一郎
（しんぼ　こういちろう）　男
①昭和47年4月11日（42歳）
②神奈川県　③私立駒澤大学
高校（東京都）→駒沢大学
④パナソニック㈱　⑧バレー
ボール上級コーチ

トレーナー
緒方　勝
（おがた　まさる）　男
①昭和54年8月16日（35歳）
②熊本県　③私立東海大学第
二高校（熊本県）→東海大学　
④㈱ケッズトレーナー

技術スタッフ
伊藤　健士
（いとう　けんじ）　男
①昭和56年9月13日（33歳）
②東京都　③都立白鷗高校
（東京都）→筑波大学→筑波大
学大学院　④（公財）日本バレ
ーボール協会　⑦専任情報・
科学スタッフ　⑧バレーボー
ル上級コーチ

選手
清水　邦広
（しみず　くにひろ）　男
①昭和61年8月11日（28歳）
②福井県　③福井市立美山中
学校（福井県）→私立福井工業
大学附属福井高校（福井県）→
東海大学　④パナソニック㈱
⑤192cm　⑥97kg

選手
内山　正平
（うちやま　しょうへい）　男
①昭和62年11月1日（26歳）
②東京都　③横浜市立下瀬谷
中学校（神奈川県）→私立東洋
高校（東京都）→国際武道大学
④豊田合成㈱　
⑤185cm　⑥75kg

選手
越川　優
（こしかわ　ゆう）　男
①昭和59年6月30日（30歳）
②石川県　③金沢市立野田中
学校（石川県）→県立岡谷工業
高校（長野県）　④日本たばこ
産業㈱広島支店　⑤189cm
⑥87kg

選手
椿山　竜介
（つばきやま　りょうすけ）　男
①昭和63年7月18日（26歳）
②福井県　③勝山市立勝山中
部中学校（福井県）→私立福井
工業大学附属福井高校（福井
県）　④サントリーホールデ
ィングス㈱　⑤197cm　
⑥103kg

選手
深津　英臣
（ふかつ　ひでおみ）　男
①平成2年6月1日（24歳）
②愛知県　③豊田市立崇化館
中学校（愛知県）→私立星城高
校（愛知県）→東海大学　④パ
ナソニック㈱　⑤181cm　
⑥71kg

選手
出耒田　敬
（できた　たかし）　男
①平成3年8月13日（23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㈱ブレイザーズスポーツク
ラブ　⑤199cm　⑥90kg

選手
永野　健
（ながの　たけし）　男
①昭和60年7月11日（29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パナソニック㈱
⑤176cm　⑥69kg

選手
米山　裕太
（よねやま　ゆうた）　男
①昭和59年8月29日（30歳）
②埼玉県　③嵐山町立菅谷中
学校（埼玉県）→県立坂戸西高
校（埼玉県）→日本体育大学　
④東レ㈱　⑤185cm　
⑥85kg
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Volleyball (Men)
バレーボール【男子】

選手
伏見　大和
（ふしみ　やまと）　男
①平成3年12月24日（22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東レ㈱　⑤207cm　
⑥118kg

選手
山内　晶大
（やまうち　あきひろ）　男
①平成5年11月30日（20歳）
②愛知県　③名古屋市立守山
東中学校（愛知県）→名古屋市
立工芸高校（愛知県）→愛知学
院大学（3年）　④愛知学院大
学　⑤204cm　⑥72kg

選手
柳田　将洋
（やなぎだ　まさひろ）　男
①平成4年7月6日（22歳）
②東京都　③私立安田学園中
学校（東京都）→私立東洋高校
（東京都）→慶應義塾大学（4
年）　④慶應義塾大学
⑤186cm　⑥78kg

選手
石川　祐希
（いしかわ　ゆうき）　男
①平成7年12月11日（18歳）
②愛知県　③岡崎市立矢作中
学校（愛知県）→私立星城高校
（愛知県）→中央大学（1年）　
④中央大学　⑤191cm　
⑥74kg
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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 12名 8名 32名

監督
安保　澄
（あぼ　きよし）　男
①昭和45年8月4日（44歳）
②広島県　③広島市立舟入高
校（広島県）→明治大学→筑
波大学大学院　④（公財）日本
バレーボール協会　⑦JOC-
NCA修了　⑧バレーボール上
級コーチ

コーチ
三枝　大地
（さえぐさ　だいち）　男
①昭和55年3月7日（34歳）
②兵庫県　③県立北条高校
（兵庫県）→東海大学　④（公
財）日本バレーボール協会　
⑦専任コーチングディレクタ
ー（NTC担当）、JOC-NCA修
了

ドクター
岩楯　桜子
（いわだて　さくらこ）　女
①昭和43年1月11日（46歳）
②北海道　③都立戸山高校
（東京都）→千葉大学→杏林大
学大学院　④杏林大学　⑧ス
ポーツドクター

トレーナー
松田　篤実
（まつだ　あつみ）　男
①昭和53年12月7日（35歳）
②奈良県　③県立登美ケ丘高
校（奈良県）→大阪体育大学　
④㈱Bright　Body　⑧アスレ
ティックトレーナー

選手
鈴木　裕子
（すずき　ゆうこ）　女
①平成元年8月12日（25歳）
②東京都　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）　④㈱デン
ソー　⑤171cm　⑥60kg

選手
田代　佳奈美
（たしろ　かなみ）　女
①平成3年3月25日（23歳）
②滋賀県　③長野市立裾花中
学校（長野県）→私立古川学園
高校（宮城県）　④東レ㈱
⑤173cm　⑥67kg

選手
野本　梨佳
（のもと　りか）　女
①平成3年9月21日（22歳）
②愛媛県　③松山市立椿中学
校（愛媛県）→私立聖カタリナ
高校（愛媛県）　④久光製薬㈱
⑤180cm　⑥70kg

選手
島村　春世
（しまむら　はるよ）　女
①平成4年3月4日（22歳）
②神奈川県　③鎌倉市立腰越
中学校（神奈川県）→川崎市立
橘高校（神奈川県）　④日本電
気㈱　⑤182cm　⑥79kg

選手
堀川　真理
（ほりかわ　まり）　女
①平成4年5月3日（22歳）
②東京都　③私立共栄学園中
学校（東京都）→私立共栄学園
高校（東京都）　④東レ㈱
⑤183cm　⑥68kg

選手
鳥越　未玖
（とりごえ　みく）　女
①平成4年10月16日（21歳）
②鹿児島県　③肝付町立国見
中学校（鹿児島県）→鹿児島市
立鹿児島女子高校（鹿児島県）
④日本電気㈱　⑤163cm　
⑥58kg

選手
髙橋　沙織
（たかはし　さおり）　女
①平成4年12月9日（21歳）
②岩手県　③北上市立和賀中
学校（岩手県）→私立盛岡誠桜
高校（岩手県）　④トヨタ車体
㈱　⑤177cm　⑥68kg

選手
大竹　里歩
（おおたけ　りほ）　女
①平成5年12月23日（20歳）
②岐阜県　③私立淑徳SC中等
部（東京都）→私立下北沢成徳
高校（東京都）　④㈱デンソー
⑤182cm　⑥68kg
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Volleyball (Women)
バレーボール【女子】

選手
村永　奈央
（むらなが　なお）　女
①平成5年12月26日（20歳）
②兵庫県　③明石市立江井島
中学校（兵庫県）→県立明石清
水高校（兵庫県）→神戸親和女
子大学（3年）　④神戸親和女
子大学　⑤177cm　⑥67kg

選手
伊藤　望
（いとう　のぞみ）　女
①平成7年2月16日（19歳）
②長崎県　③佐世保市立日野
中学校（長崎県）→私立九州文
化学園高校（長崎県）　④東レ
㈱　⑤178cm　⑥71kg

選手
井上　愛里沙
（いのうえ　ありさ）　女
①平成7年5月8日（19歳）
②京都府　③私立岡山就実中
学校（岡山県）→府立西舞鶴高
校（京都府）→筑波大学（1年）
④筑波大学　
⑤180cm　⑥67kg

選手
坂本　奈々香
（さかもと　ななか）　女
①平成8年9月6日（18歳）
②福岡県　③北九州市立槻田
中学校（福岡県）→県立北九州
高校（福岡県）（3年）　④福岡
県立北九州高校　
⑤176cm　⑥64kg
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Beach-Volleyball
バレーボール／ビーチバレー 男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 2名 10名

監督
白鳥　勝浩
（しらとり　かつひろ）　男
①昭和51年10月29日（37歳）
②埼玉県　③私立東亜学園高
校（東京都）→東海大学
④（公財）日本バレーボール協
会　⑦専任コーチングディレ
クター（トップアスリート担
当）

監督
平野　将弘
（ひらの　まさひろ）　男
①昭和52年12月17日（36歳）
②東京都　③私立東洋高校
（東京都）→日本体育大学
④（公財）日本バレーボール協
会　⑧バレーボール上級コー
チ

選手
上場　雄也
（あげば　ゆうや）　男
①昭和58年9月30日（30歳）
②千葉県　③松戸市立常盤平
中学校（千葉県）→県立松戸六
実高校（千葉県）→中央学院大
学　④　⑤191cm　⑥77kg

選手
長谷川　徳海
（はせがわ　よしうみ）　男
①昭和59年8月23日（30歳）
②新潟県　③長岡市立西中学
校（新潟県）→私立中越高校
（新潟県）→中央学院大学
⑤186cm　⑥85kg

選手
村上　斉
（むらかみ　ひとし）　男
①平成元年4月5日（25歳）
②滋賀県　③大津市立皇子山
中学校（滋賀県）→京都市立洛
陽工業高校（京都府）→放送大
学　④㈱浅野歯科産業
⑤188cm　⑥85kg

選手
髙橋　巧
（たかはし　たくみ）　男
①平成3年10月1日（22歳）
②埼玉県　③さいたま市立宮
原中学校（埼玉県）→私立春日
部共栄高校（埼玉県）→了徳寺
大学　④了徳寺大学
⑤179cm　⑥73kg

選手
草野　歩
（くさの　あゆみ）　女
①昭和60年6月22日（29歳）
②東京都　③江戸川区立小岩
第二中学校（東京都）→私立共
栄学園高校（東京都）→日本体
育大学　④ミキハウス
⑤175cm　⑥70kg

選手
藤井　桜子
（ふじい　さくらこ）　女
①平成2年10月15日（23歳）
②東京都　③多摩市立鶴牧中
学校（東京都）→都立駒場高校
（東京都）→日本体育大学（4
年）　④日本体育大学
⑤173cm　⑥67kg

選手
幅口　絵里香
（はばぐち　えりか）　女
①昭和56年9月7日（33歳）
②福井県　③大野市立陽明中
学校（福井県）→私立仁愛女子
高校（福井県）　④㈱オーイン
グ　⑤165cm　⑥60kg

選手
村上　めぐみ
（むらかみ　めぐみ）　女
①昭和60年9月14日（29歳）
②福井県　③今立町立南越中
学校（福井県）→県立福井商業
高校（福井県）→大阪国際大学
④㈱オーイング　
⑤165cm　⑥55kg
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Gymnastics-Artistic (Men)
体操／体操競技【男子】男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 6名 8名 20名

監督
畠田　好章
（はたけだ　よしあき）　男
①昭和47年5月12日（42歳）
②徳島県　③県立鳴門高校
（徳島県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院　④日本体
育大学

コーチ
佐藤　寿治
（さとう　としはる）　男
①昭和44年3月19日（45歳）
②大阪府　③船橋市立船橋高
校（千葉県）→日本大学　④㈱
コナミスポーツ＆ライフ

コーチ
新宅　裕也
（しんたく　ゆうや）　男
①昭和58年11月3日（30歳）
②千葉県　③柏日体高校（千
葉県）→日本体育大学　④医
療法人徳洲会東京本部

トレーナー
中島　啓
（なかじま　けい）　男
①昭和52年8月14日（37歳）
②北海道　③道立北見北斗高
校（北海道）→日本体育大学　
④けい治療院

選手
齊藤　優佑
（さいとう　ゆうすけ）　男
①昭和63年4月9日（26歳）
②愛媛県　③佐倉市立根郷中
学校（千葉県）→市立船橋高校
（千葉県）→日本体育大学
④医療法人徳洲会　⑤165cm
⑥57kg

選手
山本　雅賢
（やまもと　まさよし）　男
①平成2年1月10日（24歳）
②大阪府　③寝屋川市立第七
中学校（大阪府）→私立太成学
院大学高校（大阪府）→日本体
育大学　④医療法人徳洲会　
⑤170cm　⑥60kg

選手
白井　勝太郎
（しらい　しょうたろう）　男
①平成3年3月23日（23歳）
②神奈川県　③横浜市立寺尾
中学校（神奈川県）→県立岸根
高校（神奈川県）→日本体育大
学　④㈱コナミスポーツ＆ラ
イフ　⑤168cm　⑥58kg

選手
武田　一志
（たけだ　かずゆき）　男
①平成4年8月3日（22歳）
②群馬県　③伊勢崎市立あす
ま中学校（群馬県）→私立埼玉
栄高校（埼玉県）→日本体育大
学（4年）　④日本体育大学
⑤160cm　⑥58kg

選手
長谷川　智将
（はせがわ　ともまさ）　男
①平成5年5月30日（21歳）
②福岡県　③小松市立御幸中
学校（石川県）→私立関西高校
（岡山県）→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学
⑤167cm　⑥60kg

選手
神本　雄也
（かもと　ゆうや）　男
①平成6年9月14日（20歳）
②東京都　③私立武蔵野東中
学校（東京都）→私立関西高校
（岡山県）→日本体育大学（2
年）　④日本体育大学
⑤156cm　⑥60kg

体
操
／
体
操
競
技
【
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Gymnastics-Artistic (Women)
体操／体操競技【女子】男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 6名 8名 20名

コーチ
豊島　リサ
（とよしま　りさ）　女
①昭和52年8月15日（37歳）
②埼玉県　③県立戸田高校
（埼玉県）　④戸田市スポーツ
センター　⑧体操コーチ

コーチ
中濱　芳信
（なかはま　よしのぶ）　男
①昭和44年8月5日（45歳）
②東京都　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→国際武道大学
④ZERO体操クラブ　⑧体操
コーチ

コーチ
近藤　典子
（こんどう　のりこ）　女
①昭和33年7月13日（56歳）
②東京都　③私立國學院高校
（東京都）→日本体育大学
④日本体育大学

トレーナー
齋藤　和宏
（さいとう　かずひろ）　男
①昭和38年2月26日（51歳）
②神奈川県　③県立百合丘高
校（神奈川県）→国際鍼灸専門
学校　④齊藤ハリ灸治療院

選手
石倉　あづみ
（いしくら　あづみ）　女
①平成10年3月13日（16歳）
②埼玉県　③板橋区立高島第
二中学校（東京都）→県立ふじ
み野高校（埼玉県）（2年）
④ZERO体操クラブ
⑤143cm　⑥40.5kg

選手
永井　美津穂
（ながい　みずほ）　女
①平成5年7月16日（21歳）
②愛知県　③東郷町立春木中
学校（愛知県）→私立至学館高
校（愛知県）→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学
⑤152cm　⑥46.5kg

選手
山本　優理子
（やまもと　ゆりこ）　女
①平成8年11月14日（17歳）
②埼玉県　③さいたま市立内
谷中学校（埼玉県）→県立戸田
翔陽高校（埼玉県）（3年）
④戸田市スポーツセンター
⑤151cm　⑥48kg

選手
湯元　さくら
（ゆもと　さくら）　女
①平成9年3月8日（17歳）
②愛知県　③半田市立青山中
学校（愛知県）→県立武豊高校
（愛知県）（3年）　④㈲ならわ
体操クラブ　⑤149cm
⑥42kg

選手
佐藤　亜希穂
（さとう　あきほ）　女
①平成6年8月6日（20歳）
②栃木県　③栃木市立東洋中
学校（栃木県）→私立作新学院
高校（栃木県）→日本体育大学
（2年）　④日本体育大学
⑤153cm　⑥50kg

選手
本田　美波
（ほんだ　みなみ）　女
①平成10年2月21日（16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）（2年）
④尼崎市立尼崎高校
⑤146cm　⑥44kg
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Gymnastics-Rhythmic
体操／新体操 男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 4名 1名 5名

監督
岡　久留実
（おか　くるみ）　女
①昭和37年2月5日（52歳）
②山梨県　③県立山梨高校
（山梨県）→日本女子体育大学
④イオン

選手
早川　さくら
（はやかわ　さくら）　女
①平成9年3月17日（17歳）
②大阪府　③千葉市立高洲第
一中学校（千葉県）→私立大原
学園高校（東京都）（3年）
④イオン　⑤170cm
⑥48kg

選手
皆川　夏穂
（みながわ　かほ）　女
①平成9年8月20日（17歳）
②千葉県　③千葉市立真砂中
学校（千葉県）→私立大原学園
高校（東京都）（2年）　④イオ
ン　⑤168cm　⑥48.5kg

選手
三上　真穂
（みかみ　まほ）　女
①平成5年8月2日（21歳）
②千葉県　③千葉市立花園中
学校（千葉県）→私立昭和学院
高校（千葉県）→東京女子体育
大学（3年）　④東京女子体育
大学　⑤158cm　⑥49kg

選手
河崎　羽珠愛
（かわさき　うずめ）　女
①平成9年9月26日（16歳）
②千葉県　③千葉市立高洲第
一中学校（千葉県）→私立植草
学園大学附属高校（千葉県）（2
年）　④イオン　⑤164.5cm
⑥46kg
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The 6th East Asian Games Tianjin 2013

Gymnastics-Trampoline
体操／トランポリン 男子選手 女子選手 役  員 合  計

2名 1名 1名 4名

監督
山本　宜史
（やまもと　のりふみ）　男
①昭和39年4月13日（50歳）
②大阪府　③府立羽曳野高校
（大阪府）→大阪体育大学
④学校法人博光学園　⑦アシ
スタントナショナルコーチ

選手
伊藤　正樹
（いとう　まさき）　男
①昭和63年11月2日（25歳）
②東京都　③練馬区立大泉中
学校（東京都）→私立金沢学院
東高校（石川県）→金沢学院大
学　④㈱東栄住宅　⑤166cm
⑥62kg

選手
上山　容弘
（うえやま　やすひろ）　男
①昭和59年10月16日（29歳）
②大阪府　③泉南市立一丘中
学校（大阪府）→府立日根野高
校（大阪府）→大阪体育大学→
大阪体育大学大学院　④モン
パルテ　⑤162.2cm　⑥59kg

選手
岸　彩乃
（きし　あやの）　女
①平成4年10月29日（21歳）
②石川県　③小松市立芦城中
学校（石川県）→私立小松大谷
高校（石川県）→金沢学院大学
（4年）　④金沢学院大学
⑤154.7cm　⑥48.2kg
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Basketball (Men)
バスケットボール【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 12名 8名 32名

監督
長谷川　健志
（はせがわ　けんじ）　男
①昭和35年4月7日（54歳）
②千葉県　③私立専修大学松
戸高校（千葉県）→青山学院大
学　④（公財）日本バスケット
ボール協会　⑦専任コーチン
グディレクター（トップアス
リート担当）　⑧バスケット
ボールコーチ

コーチ
佐々　宜央
（さっさ　のりお）　男
①昭和59年5月13日（30歳）
②東京都　③私立成蹊高校
（東京都）→東海大学→東海大
学大学院　④㈱リンクスポー
ツエンターテインメント
⑧バスケットボールコーチ

コーチ
古海　五月
（ふるみ　さつき）　女
①昭和38年5月26日（51歳）
②徳島県　③私立長崎女子高
校（長崎県）　④（公財）日本
バスケットボール協会　⑦専
任コーチングディレクター
（NTC担当）、JOC-NCA修了　
⑧バスケットボールコーチ

トレーナー
西村　航
（にしむら　わたる）　男
①昭和54年12月18日（34歳）
②神奈川県　③私立日本大学
櫻丘高校（東京都）→玉川大学
④（公財）日本バスケットボー
ル協会　⑦専任メディカルス
タッフ（トレーナー）　⑧アス
レティックトレーナー、スポ
ーツリーダー

選手
太田　敦也
（おおた　あつや）　男
①昭和59年6月4日（30歳）
②愛知県　③豊川市立東部中
学校（愛知県）→柏市立柏高
校（千葉県）→日本大学　④浜
松・東三河フェニックス
⑤206cm　⑥108kg

選手
石崎　巧
（いしざき　たくみ）　男
①昭和59年7月6日（30歳）
②福井県　③福井市立大東中
学校（福井県）→私立北陸高校
（福井県）→東海大学
④　⑤188cm　⑥85kg

選手
竹内　公輔
（たけうち　こうすけ）　男
①昭和60年1月29日（29歳）
②大阪府　③吹田市立佐井寺
中学（大阪府）→私立洛南高校
（京都府）→慶應義塾大学
④㈱広島ドラゴンフライズ
⑤206cm　⑥98kg

選手
竹内　譲次
（たけうち　じょうじ）　男
①昭和60年1月29日（29歳）
②大阪府　③吹田市立佐井寺
中学（大阪府）→私立洛南高校
（京都府）→東海大学　④㈱日
立製作所　⑤207cm
⑥98kg

選手
小野　龍猛
（おの　りゅうも）　男
①昭和63年1月6日（26歳）
②東京都　③私立立教新座中
学校（埼玉県）→私立國學院久
我山高校（東京都）→中央大学
④㈱ASPE　⑤197cm
⑥100kg

選手
古川　孝敏
（ふるかわ　たかとし）　男
①昭和62年10月20日（26歳）
②愛知県　③神戸市立長峰中
学校（兵庫県）→神戸市立御影
工業高校（兵庫県）→東海大学
　④㈱リンクスポーツエンタ
ーテインメント　⑤190cm
⑥90kg

選手
金丸　晃輔
（かなまる　こうすけ）　男
①平成元年3月8日（25歳）
②福岡県　③那珂川町立那珂
川南中学校（福岡県）→私立福
岡大学附属大濠高校（福岡県）
→明治大学　④アイシン精機
㈱　⑤193cm　⑥78kg

選手
辻　直人
（つじ　なおと）　男
①平成元年9月8日（25歳）
②大阪府　③羽曳野市立高鷲
中学校（大阪府）→私立洛南高
校（京都府）→青山学院大学
④㈱東芝　⑤185cm
⑥84kg

55The 17th Asian Games Incheon 2014



バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
男
子
】

Basketball (Men)
バスケットボール【男子】

選手
比江島　慎
（ひえじま　まこと）　男
①平成2年8月11日（24歳）
②福岡県　③福岡市立百道中
学校（福岡県）→私立洛南高校
（京都府）→青山学院大学
④アイシン精機㈱　⑤189cm
⑥87kg

選手
田中　大貴
（たなか　だいき）　男
①平成3年9月3日（23歳）
②長崎県　③雲仙市立小浜中
学校（長崎県）→県立長崎西高
校（長崎県）→東海大学　④ト
ヨタ自動車㈱　⑤191cm　
⑥88kg

選手
張本　天傑
（はりもと　てんけつ）　男
①平成4年1月8日（22歳）
②愛知県　③みよし市立北中
学校（愛知県）→私立中部大学
第一高校（愛知県）→青山学院
大学　④トヨタ自動車㈱
⑤198cm　⑥88kg

選手
富樫　勇樹
（とがし　ゆうき）　男
①平成5年7月30日（21歳）
②新潟県　③新発田市立本丸
中学校（新潟県）→モントロ
ス･クリスチャン高校（アメリ
カ）　④　⑤167cm
⑥67kg
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Basketball (Women)
バスケットボール【女子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 12名 8名 32名

選手
森　ムチャ
（もり　むちゃ）　女
①昭和63年11月1日（25歳）
②フィリピン　③川崎市立宮
前平中学校（神奈川県）→私立
中村学園女子高校（福岡県）→
拓殖大学　④トヨタ自動車㈱
⑤180cm　⑥70kg

選手
牛田　悠理
（うしだ　ゆうり）　女
①平成元年10月19日（24歳）
②香川県　③丸亀市立丸亀東
中学校（香川県）→私立桜花学
園高校（愛知県）　④㈱デンソ
ー　⑤181cm　⑥62kg

選手
本川　紗奈生
（もとかわ　さなえ）　女
①平成4年4月2日（22歳）
②北海道　③釧路町立遠矢中
学校（北海道）→私立札幌山の
手高校（北海道）　④㈱シャン
ソン化粧品　⑤176cm
⑥65kg

選手
渡邉　亜弥
（わたなべ　あや）　女
①平成4年8月12日（22歳）
②福岡県　③福岡市立福岡中
学校（福岡県）→私立福岡大学
附属若葉高校（福岡県）
④三菱電機㈱名古屋製作所
⑤169cm　⑥59kg

選手
町田　瑠唯
（まちだ　るい）　女
①平成5年3月8日（21歳）
②北海道　③旭川市立緑が丘
中学校（北海道）→私立札幌山
の手高校（北海道）　④富士通
㈱　⑤162cm　⑥57kg

選手
大沼　美琴
（おおぬま　みこと）　女
①平成5年5月2日（21歳）
②山形県　③寒河江市立陵南
中学校（山形県）→山形市立商
業高校（山形県）　④JX日鉱日
石エネルギー㈱　⑤174cm
⑥63kg

監督
一色　建志
（いっしき　たつし）　男
①昭和36年8月11日（53歳）
②愛媛県　③私立新田高校
（愛媛県）→日本体育大学
④（公財）日本バスケットボー
ル協会　⑦専任コーチングデ
ィレクター（ジュニアアスリ
ート担当）　⑧バスケットボ
ールコーチ

コーチ
小笠原　真人
（おがさわら　まさと）　男
①昭和58年4月5日（31歳）
②愛知県　③私立安城市立安
城学園高校（愛知県）→愛知学
泉大学　④㈱デンソー　⑧バ
スケットボールコーチ

総務
田邊　広子
（たなべ　ひろこ）　女
①昭和41年10月4日（47歳）
②愛知県　③私立名古屋短大
付属高校（愛知県）　④（公財）
日本バスケットボール協会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（ジュニアアスリート担当）

トレーナー
志村　愛美
（しむら　あいみ）　女
①昭和53年2月21日（36歳）
②山梨県　③県立富士河口湖
高校（山梨県）　④愛美鍼灸治
療院

選手
諏訪　裕美
（すわ　ひろみ）　女
①昭和60年12月5日（28歳）
②大阪府　③大阪市立友渕中
学校（大阪府）→私立桜花学園
高校（愛知県）　④アイシン・
エィ・ダブリュ㈱
⑤183cm　⑥85kg

選手
川原　麻耶
（かわはら　まや）　女
①昭和62年11月21日（26歳）
②大阪府　③豊中市立第四中
学校（大阪府）→私立薫英女学
院高校（大阪府）→大阪薫英女
学院短期大学　④トヨタ自動
車㈱　⑤168cm　⑥55kg
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Basketball (Women)
バスケットボール【女子】

選手
三好　南穂
（みよし　なほ）　女
①平成5年12月21日（20歳）
②広島県　③市川市立東国分
中学校（千葉県）→私立桜花学
園高校（愛知県）　④㈱シャン
ソン化粧品　⑤167cm
⑥60kg

選手
馬瓜　エブリン
（まうり　えぶりん）　女
①平成7年6月2日（19歳）
②愛知県　③東郷町立東郷中
学校（愛知県）→私立桜花学園
高校（愛知県）　④アイシン・
エィ・ダブリュ㈱
⑤180cm　⑥69kg

選手
加藤　瑠倭
（かとう　るい）　女
①平成7年7月13日（19歳）
②愛知県　③瀬戸市立幡山中
学校（愛知県）→私立聖カタリ
ナ女子高校（愛媛県）　④㈱デ
ンソー　⑤173cm　⑥65kg

選手
赤穂　さくら
（あかほ　さくら）　女
①平成8年4月30日（18歳）
②千葉県　③私立昭和学院中
学校（千葉県）→私立昭和学院
高校（千葉県）（3年）　④昭和
学院高校　⑤184cm
⑥78kg
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Wrestling
レスリング 男子選手 女子選手 役  員 合  計

14名 4名 10名 28名

チームリーダー
栄　和人
（さかえ　かずひと）　男
①昭和35年6月19日（54歳）
②鹿児島県　③私立鹿児島商
工高校（鹿児島県）→日本体育
大学　④（公財）日本オリンピ
ック委員会　⑦ナショナルコ
ーチ

監督
和田　貴広
（わだ　たかひろ）　男
①昭和46年11月16日（42歳）
②鹿児島県　③私立鹿児島商
工高校（鹿児島県）→国士舘大
学→筑波大学大学院　④国士
舘大学　⑦JOC-NCA修了

監督
西口　茂樹
（にしぐち　しげき）　男
①昭和40年7月2日（49歳）
②和歌山県　③県立和歌山北
高校（和歌山県）→日本体育大
学→日本体育大学大学院
④拓殖大学

監督
木名瀬　重夫
（きなせ　しげお）　男
①昭和36年5月5日（53歳）
②茨城県　③私立土浦日本大
学高校（茨城県）→日本大学　
④（公財）日本レスリング協会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）

コーチ
田南部　力
（たなべ　ちから）　男
①昭和50年4月20日（39歳）
②北海道　③道立岩見沢農業
高校（北海道）→日本体育大学
④警視庁第六機動隊

コーチ
松永　共広
（まつなが　ともひろ）　男
①昭和55年6月27日（34歳）
②静岡県　③私立沼津学園高
校（静岡県）→日本体育大学→
日本体育大学大学院　④（公
財）日本レスリング協会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）

コーチ
馬渕　賢司
（まぶち　けんじ）　男
①昭和48年12月29日（40歳）
②岐阜県　③県立岐阜西工業
高校（岐阜県）→日本体育大学
④中京学院大学

コーチ
豊田　雅俊
（とよた　まさとし）　男
①昭和51年10月25日（37歳）
②徳島県　③県立穴吹高校
（徳島県）→拓殖大学　④警視
庁第六機動隊

コーチ
笹山　秀雄
（ささやま　ひでお）　男
①昭和43年1月9日（46歳）
②青森県　③光星学院高校
（青森県）　④自衛隊体育学校
⑧レスリング指導員

コーチ
齊藤　将士
（さいとう　まさし）　男
①昭和57年4月30日（32歳）
②秋田県　③私立秋田経済法
科大学附属高校（秋田県）→日
本大学　④警視庁第六機動隊

選手
森下　史崇
（もりした　ふみたか）　男
①平成4年3月5日（22歳）
②広島県　③取手市立野々井
中学校（茨城県）→私立霞ヶ浦
高校（茨城県）→日本体育大学
④㈱東京フード
⑤161cm　⑥61kg

選手
高塚　紀行
（たかつか　のりゆき）　男
①昭和60年4月28日（29歳）
②大阪府　③吹田市立第１中
学校（大阪府）→私立霞ヶ浦高
校（茨城県）→日本大学　④自
衛隊体育学校　⑤163cm
⑥68kg
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選手
松本　隆太郎
（まつもと　りゅうたろう）　男
①昭和61年1月16日（28歳）
②群馬県　③千代田町立千代
田中学校（群馬県）→県立館林
高校（群馬県）→日本体育大学
→群馬大学大学院（2年）
④群馬ヤクルト販売㈱
⑤168cm　⑥70kg

選手
藤村　義
（ふじむら　つとむ）　男
①昭和57年3月28日（32歳）
②山口県　③田布施町立田布
施中学校（山口県）→県立田布
施農業高校（山口県）→徳山大
学　④自衛隊体育学校
⑤174cm　⑥75kg

選手
金久保　武大
（かなくぼ　たけひろ）　男
①昭和61年7月1日（28歳）
②神奈川県　③横浜市立港中
学校（神奈川県）→私立東海大
学付属高輪台高校（東京都）→
日本体育大学→日本体育大学
大学院　④綜合警備保障㈱　
⑤174cm　⑥79kg

選手
鶴巻　宰
（つるまき　つかさ）　男
①昭和59年5月19日（30歳）
②山形県　③米沢市立第４中
学校（山形県）→県立米沢工業
高校（山形県）→国士舘大学
④自衛隊体育学校
⑤183cm　⑥85kg

選手
岡　太一
（おか　たいち）　男
①昭和63年4月5日（26歳）
②鳥取県　③県立大栄中学校
（鳥取県）→県立鳥取中央育英
高校（鳥取県）→拓殖大学
④自衛隊体育学校　
⑤182cm　⑥90kg

選手
齋川　哲克
（さいかわ　のりかつ）　男
①昭和61年3月11日（28歳）
②栃木県　③佐野市立西中学
校（栃木県）→県立足利工業高
校（栃木県）→日本体育大学　
④足利工業高校　⑤186cm　
⑥105kg

選手
石田　智嗣
（いしだ　ともつぐ）　男
①平成元年5月24日（25歳）
②三重県　③県立鳥羽東高校
（三重県）→私立立命館宇治高
校（京都府）→早稲田大学
④警視庁第六機動隊　
⑤168cm　⑥70kg

選手
小島　豪臣
（こじま　たかふみ）　男
①昭和58年8月29日（31歳）
②青森県　③三沢市立第一中
学校（青森県）→八戸工業大学
第一高校（青森県）→日本体育
大学　④中原養護学校
⑤168cm　⑥72kg

選手
嶋田　大育
（しまだ　だいすけ）　男
①平成5年3月25日（21歳）
②青森県　③青森市立戸山中
学校（青森県）→県立青森商業
高校（青森県）→国士舘大学（4
年）　④国士舘大学　
⑤175cm　⑥78kg

選手
松本　真也
（まつもと　しんや）　男
①昭和59年7月16日（30歳）
②京都府　③網野町立網野中
学校（京都府）→府立網野高校
（京都府）→日本大学　④警視
庁第六機動隊　⑤172cm
⑥90kg

選手
荒木田　進謙
（あらきだ　のぶよし）　男
①昭和63年3月26日（26歳）
②青森県　③八戸市立東中学
校（青森県）→私立光星学院高
校（青森県）→専修大学　④警
視庁第六機動隊　⑤180cm
⑥118kg

選手
長谷川　恒平
（はせがわ　こうへい）　男
①昭和59年11月22日（29歳）
②静岡県　③焼津市立焼津中
学校（静岡県）→県立焼津中央
高校（静岡県）→青山学院大学
→日本体育大学大学院　④青
山学院大学　⑤164cm
⑥64kg
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選手
登坂　絵莉
（とうさか　えり）　女
①平成5年8月30日（21歳）
②富山県　③高岡市立南星中
学校（富山県）→至学館高校
（愛知県）→至学館大学（3年）
④至学館大学　
⑤152cm　⑥52kg

選手
吉田　沙保里
（よしだ　さおり）　女
①昭和57年10月5日（31歳）
②三重県　③津市立一志中学
校（三重県）→県立久居高校
（三重県）→中京女子大学
④綜合警備保障㈱　
⑤157cm　⑥55kg

選手
渡利　璃穏
（わたり　りお）　女
①平成3年9月19日（23歳）
②島根県　③松江市立第一中
学校（島根県）→至学館高校
（愛知県）→至学館大学　④ア
イシン・エィ・ダブリュ㈱　
⑤163cm　⑥65kg

選手
浜口　京子
（はまぐち　きょうこ）　女
①昭和53年1月11日（36歳）
②東京都　③私立武蔵野中学
校（東京都）　④㈱ジャパンビ
バレッジホールディングス　
⑤170cm　⑥73kg
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Sailing
セーリング 男子選手 女子選手 役  員 合  計

9名 3名 3名 15名

チームリーダー
斎藤　渉
（さいとう　わたる）　男
①昭和29年9月26日（59歳）
②東京都　③私立慶應義塾高
校（神奈川県）→慶應義塾大学
④東新産業㈱

コーチ
飯島　洋一
（いいじま　よういち）　男
①昭和53年10月21日（35歳）
②東京都　③湘南工科大学付
属高校（神奈川県）→関東学
院大学　④飯島木型　⑦アシ
スタントナショナルコーチ、
JOC-NCA修了　⑧セーリン
グ上級コーチ

コーチ
宮野　幹弘
（みやの　みきひろ）　男
①昭和44年11月22日（44歳）
②千葉県　③拓殖大学紅陵高
校（千葉県）→拓殖大学　④フ
ォーティファイブアールピー
エムスタジオ㈱　⑦専任コー
チングディレクター（トップ
アスリート担当）、JOC-NCA修
了　⑧セーリング上級コーチ

選手
坂本　亘
（さかもと　わたる）　男
①昭和54年8月23日（35歳）
②広島県　③広島市立仁保中
学校（広島県）→私立清風高校
（大阪府）→同志社大学　④日
吉染業㈱　⑤170cm　
⑥90kg

選手
和田　大地
（わだ　だいち）　男
①昭和49年9月25日（39歳）
②東京都　③名古屋市立志賀
中学校（愛知県）→私立名古屋
学院高校（愛知県）→同志社大
学　④日吉染業㈱
⑤169cm　⑥83kg

選手
岡本　康裕
（おかもと　やすひろ）　男
①昭和54年11月2日（34歳）
②北海道　③小樽市立菁園中
学校（北海道）→道立小樽水産
高校（北海道）　④日吉染業㈱
⑤180cm　⑥90kg

選手
今井　信行
（いまい　のぶゆき）　男
①昭和60年2月10日（29歳）
②滋賀県　③大津市立仰木中
学校（滋賀県）→私立中村学園
三陽高校（福岡県）→同志社大
学　④日吉染業㈱　
⑤176cm　⑥87kg

選手
土居　一斗
（どい　かずと）　男
①平成4年3月17日（22歳）
②長野県　③横浜市立横浜中
学校（神奈川県）→私立福岡第
一高校（福岡県）→日本経済大
学　④アビームコンサルティ
ング㈱　⑤175cm　⑥65kg

選手
今村　公彦
（いまむら　きみひこ）　男
①昭和59年2月3日（30歳）
②鹿児島県　③県立南中学校
（鹿児島県）→県立錦江湾高校
（鹿児島県）→日本経済大学
④九州旅客鉄道㈱
⑤180cm　⑥75kg

選手
富澤　慎
（とみざわ　まこと）　男
①昭和59年7月19日（30歳）
②新潟県　③柏崎市立第一中
学校（新潟県）→県立柏崎工業
高校（新潟県）→関東学院大学
④トヨタ自動車東日本㈱
⑤181cm　⑥73kg

選手
小泉　維吹
（こいずみ　いぶき）　男
①平成8年9月1日（18歳）
②山口県　③山口大学教育学
部附属光中学校（山口県）→県
立光高校（山口県）（3年）
④山口県立光高校　
⑤167cm　⑥57kg

選手
松尾　虎太郎
（まつお　こたろう）　男
①平成10年10月28日（15歳）
②広島県　③広島市立古田中
学校（広島県）→県立光高校
（山口県）（1年）　④山口県立
光高校　⑤177cm　⑥62kg
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選手
土居　愛実
（どい　まなみ）　女
①平成5年8月29日（21歳）
②神奈川県　③私立山手学院
中学校（神奈川県）→私立山手
学院高校（神奈川県）→慶応義
塾大学（2年）　④慶応義塾大
学　⑤166cm　⑥63kg

選手
田中　美紗樹
（たなか　みさき）　女
①平成9年11月23日（16歳）
②大阪府　③私立関西大学第
一中学校（大阪府）→私立関西
大学第一高校（大阪府）（2年）
④関西大学第一高校
⑤154cm　⑥54kg

選手
髙野　芹奈
（たかの　せな）　女
①平成10年3月1日（16歳）
②大阪府　③私立関西大学第
一中学校（大阪府）→私立関西
大学第一高校（大阪府）（2年）
④関西大学第一高校
⑤165cm　⑥65kg
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Weightlifting
ウエイトリフティング 男子選手 女子選手 役  員 合  計

8名 7名 4名 19名

監督
三宅　義行
（みやけ　よしゆき）　男
①昭和20年9月30日（68歳）
②宮城県　③県立大河原高校
（宮城県）→法政大学　④いち
ごグループホールディングス
㈱

監督
稲垣　英二
（いながき　えいじ）　男
①昭和47年7月25日（42歳）
②埼玉県　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→日本大学　④警視
庁　⑧ウエイトリフティング
コーチ

コーチ
横山　信仁
（よこやま　のぶひと）　男
①昭和23年10月18日（65歳）
②兵庫県　③県立明石高校
（兵庫県）→日本体育大学
④学校法人金沢学院大学
⑧ウエイトリフティング上級
コーチ

コーチ
金　度希
（きむ　どひ）　女
①昭和49年7月13日（40歳）
②大韓民国　③私立南星女子
高校→釜山女子大学校
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦アシスタントナショ
ナルコーチ

選手
糸数　陽一
（いとかず　よういち）　男
①平成3年5月24日（23歳）
②沖縄県　③南城市立久高中
学校（沖縄県）→県立豊見城高
校（沖縄県）→日本大学　④警
視庁　⑤158cm　⑥63kg

選手
上地　克彦
（うえち　かつひこ）　男
①昭和61年1月18日（28歳）
②沖縄県　③豊見城市立豊見
城中学校（沖縄県）→県立豊見
城高校（沖縄県）→日本大学
④自衛隊体育学校
⑤156cm　⑥65kg

選手
五百藏　正和
（いおろい　まさかず）　男
①昭和60年11月12日（28歳）
②高知県　③高知市立城東中
学校（高知県）→私立高知中央
高校（高知県）→大阪商業大学
④大阪シティ信用金庫
⑤164cm　⑥70kg

選手
平岡　勇輝
（ひらおか　ゆうき）　男
①昭和58年1月11日（31歳）
②静岡県　③静岡市立清水袖
師中学校（静岡県）→県立清水
工業高校（静岡県）　④パーソ
ナルトレーナー　⑤173cm
　⑥95kg

選手
持田　龍之輔
（もちだ　りゅうのすけ）　男
①平成5年6月18日（21歳）
②山梨県　③都留市立東桂中
学校（山梨県）→県立吉田高校
（山梨県）→日本大学（3年）
④日本大学　⑤178cm
⑥104kg

選手
白石　宏明
（しらいし　ひろあき）　男
①平成元年10月24日（24歳）
②福岡県　③岡垣町立岡垣中
学校（福岡県）→私立九州国際
大学附属高校（福岡県）→九州
国際大学　④自衛隊体育学校
　⑤178cm　⑥101kg

選手
太田　和臣
（おおた　かずおみ）　男
①昭和61年7月1日（28歳）
②福岡県　③北九州市立穴生
中学校（福岡県）→県立八幡中
央高校（福岡県）→九州国際大
学　④九州国際大学
⑤183cm　⑥145kg

選手
知念　光亮
（ちねん　こうすけ）　男
①平成8年1月6日（18歳）
②沖縄県　③八重瀬町立東風
平中学校（沖縄県）→県立豊見
城高校（沖縄県）→沖縄国際大
学（1年）　④沖縄国際大学　
⑤183cm　⑥143kg
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Weightlifting
ウエイトリフティング 男子選手 女子選手 役  員 合  計

8名 7名 4名 19名

選手
嶋本　麻美
（しまもと　まみ）　女
①昭和62年9月24日（26歳）
②和歌山県　③和歌山市立明
和中学校（和歌山県）→県立和
歌山東高校（和歌山県）→金沢
学院大学　④学校法人金沢学
院大学　⑤165cm　⑥105kg

選手／主将
三宅　宏実
（みやけ　ひろみ）　女
①昭和60年11月18日（28歳）
②埼玉県　③新座市立第二中
学校（埼玉県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→法政大学　④い
ちごグループホールディング
ス㈱　⑤146cm　⑥49kg

選手
八木　かなえ
（やぎ　かなえ）　女
①平成4年7月16日（22歳）
②兵庫県　③神戸市立押部谷
中学校（兵庫県）→県立須磨友
が丘高校（兵庫県）→金沢学院
大学（4年）　④金沢学院大学
⑤153cm　⑥53kg

選手
安藤　美希子
（あんどう　みきこ）　女
①平成4年9月30日（21歳）
②千葉県　③白井市立白井中
学校（千葉県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→平成国際大学（4
年）　④平成国際大学
⑤155cm　⑥58kg

選手
松本　潮霞
（まつもと　なみか）　女
①平成4年2月7日（22歳）
②東京都　③船橋市立旭中学
校（千葉県）→県立松戸国際高
校（千葉県）→早稲田大学
④ALSOK　⑤158cm
⑥63kg

選手
藤田　真奈美
（ふじた　まなみ）　女
①平成3年10月30日（22歳）
②兵庫県　③南あわじ市立沼
島中学校（兵庫県）→県立淡路
高校（兵庫県）　④自衛隊体育
学校　⑤157cm　⑥76kg

選手
神谷　歩
（かみや　あゆみ）　女
①平成4年3月28日（22歳）
②沖縄県　③豊見城市立豊見
城中学校（沖縄県）→県立豊見
城高校（沖縄県）→金沢学院大
学　④学校法人金沢学院大学
⑤161cm　⑥73kg
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Handball (Men)
ハンドボール【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 16名 10名 42名

チームリーダー
川上　憲太
（かわかみ　けんた）　男
①昭和22年11月15日（66歳）
②岩手県　③私立修道高校
（広島県）→慶応義塾大学
④（公財）日本ハンドボール協
会

監督
松井　幸嗣
（まつい　こうじ）　男
①昭和32年7月6日（57歳）
②神奈川県　③私立日体荏原
高校（東京都）→日本体育大学
④日本体育大学　⑧ハンドボ
ール上級コーチ

コーチ
山口　修
（やまぐち　おさむ）　男
①昭和47年2月28日（42歳）
②兵庫県　③県立西宮南高校
（兵庫県）→大阪体育大学
④高知中央高校　⑧ハンドボ
ール上級コーチ

トレーナー
飯田　純一郎
（いいだ　じゅんいちろう）　男
①昭和50年4月16日（39歳）
②山形県　③私立米沢中央高
校（山形県）→赤門鍼灸柔整専
門学校　④㈱J・フロントラ
イン

技術スタッフ
市村　志朗
（いちむら　しろう）　男
①昭和47年4月10日（42歳）
②大阪府　③私立桃山学院高
校（大阪府）→法政大学→東京
医科大学大学院　④東京理科
大学

選手
久保　侑生
（くぼ　ゆうき）　男
①昭和63年5月24日（26歳）
②大分県　③大分市立明野中
学校（大分県）→私立大分国際
情報高校（大分県）→筑波大学
④大同特殊鋼㈱　⑤186cm
⑥80kg

選手
木村　昌丈
（きむら　まさたけ）　男
①平成2年5月1日（24歳）
②茨城県　③常総市立鬼怒中
学校（茨城県）→県立藤代紫水
高校（茨城県）→日本体育大学
④大崎電気工業㈱
⑤184cm　⑥103kg

選手
小澤　広太
（おざわ　こうた）　男
①昭和60年12月9日（28歳）
②埼玉県　③春日部市立豊春
中学校（埼玉県）→私立浦和学
院高校（埼玉県）→法政大学　
④大崎電気工業㈱　
⑤170cm　⑥72kg

選手
千々波　英明
（ちぢわ　ひであき）　男
①昭和60年3月13日（29歳）
②熊本県　③宇城市立三角中
学校（熊本県）→熊本市立千原
台高校（熊本県）→日本体育大
学　④大同特殊鋼㈱
⑤187cm　⑥84kg

選手
成田　幸平
（なりた　こうへい）　男
①平成元年6月15日（25歳）
②京都府　③京都市立下鴨中
学校（京都府）→府立洛北高校
（京都府）→大阪体育大学
④Füchse Berlin
⑤190cm　⑥92kg

選手
信太　弘樹
（しだ　ひろき）　男
①平成元年6月24日（25歳）
②茨城県　③行方市立麻生中
学校（茨城県）→県立藤代紫水
高校（茨城県）→日本体育大学
④大崎電気工業㈱
⑤188cm　⑥89kg

選手
岸川　英誉
（きしがわ　ひでのり）　男
①昭和59年10月28日（29歳）
②佐賀県　③下野市立石橋中
学校（栃木県）→私立國學院栃
木高校（栃木県）→早稲田大学
④大同特殊鋼㈱　
⑤188cm　⑥92kg
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Handball (Men)
ハンドボール【男子】

選手
髙智　海吏
（こうち　かいり）　男
①昭和60年1月22日（29歳）
②鳥取県　③米子市立後藤ヶ
丘中学校（鳥取県）→県立境高
校（鳥取県）→大阪体育大学　
④トヨタ車体㈱　⑤186cm
⑥90kg

選手
野村　喜亮
（のむら　よしあき）　男
①昭和62年1月22日（27歳）
②山口県　③周南市立住吉中
学校（山口県）→県立下松工業
高校（山口県）→早稲田大学　
④大同特殊鋼㈱　⑤186cm
⑥85kg

選手
元木　博紀
（もとき　ひろき）　男
①平成4年2月14日（22歳）
②茨城県　③かすみがうら市
立千代田中学校（茨城県）→県
立藤代紫水高校（茨城県）→日
本体育大学　④大崎電気工業
㈱　⑤182cm　⑥80kg

選手
渡部　仁
（わたなべ　じん）　男
①平成2年1月17日（24歳）
②大分県　③大分市立明野中
学校（大分県）→県立大分舞鶴
高校（大分県）→日本大学
④トヨタ車体㈱　⑤183cm
⑥90kg

選手
森　淳
（もり　じゅん）　男
①昭和62年3月12日（27歳）
②大阪府　③大阪市立難波中
学校（大阪府）→私立比花学院
高校（大阪府）→大阪体育大学
④大崎電気工業㈱
⑤190cm　⑥96kg

選手
加藤　嵩士
（かとう　たかし）　男
①平成元年10月30日（24歳）
②愛知県　③東海市立横須賀
中学校（愛知県）→私立愛知高
校（愛知県）→愛知大学　④大
同特殊鋼㈱　⑤186cm
⑥94kg

選手
宮﨑　大輔
（みやざき　だいすけ）　男
①昭和56年6月6日（33歳）
②大分県　③大分市立明野中
学校（大分県）→私立大分国際
情報高校（大分県）　④大崎電
気工業㈱　⑤174cm
⑥75kg

選手
石川　出
（いしかわ　いずる）　男
①昭和62年4月18日（27歳）
②沖縄県　③浦添市立浦西中
学校（沖縄県）→私立興南高校
（沖縄県）→日本体育大学
④大崎電気工業㈱　
⑤180cm　⑥81kg

選手
小室　大地
（こむろ　だいち）　男
①昭和63年6月28日（26歳）
②茨城県　③玉造町立玉造中
学校（茨城県）→県立藤代紫水
高校（茨城県）→日本体育大学
④大崎電気工業㈱
⑤188cm　⑥100kg
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Handball (Women)
ハンドボール【女子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 16名 10名 42名

選手
飛田　季実子
（ひだ　きみこ）　女
①昭和52年9月26日（36歳）
②大阪府　③泉佐野市立佐野
中学校（大阪府）→私立大阪福
島女子高校（大阪府）　④ソニ
ーセミコンダクタ㈱
⑤170cm　⑥66kg

選手
石立　真悠子
（いしたて　まゆこ）　女
①昭和62年1月18日（27歳）
②福井県　③福井市立明倫中
学校（福井県）→県立小松市立
高校（石川県）→筑波大学
④Kofém SC
⑤166cm　⑥56kg

選手
東濱　裕子
（ありはま　ゆうこ）　女
①昭和59年8月18日（30歳）
②沖縄県　③浦添市立神森中
学校（沖縄県）→県立陽明高校
（沖縄県）　④オムロンリレー
アンドデバイス㈱
⑤178cm　⑥62kg

選手
永田　しおり
（ながた　しおり）　女
①昭和62年10月24日（26歳）
②山口県　③福岡市立多々良
中央中学校（福岡県）→那珂川
町立福岡女子商業高校（福岡
県）　④オムロンリレーアン
ドデバイス㈱　⑤171cm
⑥70kg

選手
勝連　智恵
（かつれん　ちえ）　女
①平成元年4月14日（25歳）
②沖縄県　③名古屋市立川名
中学校（愛知県）→私立宣真高
校（大阪府）　④オムロンリレ
ーアンドデバイス㈱
⑤158cm　⑥53kg

選手
本多　恵
（ほんだ　めぐみ）　女
①昭和61年7月14日（28歳）
②東京都　③江戸川区立鹿骨
中学校（東京都）→私立桜花学
園高校（愛知県）→筑波大学　
④SK Aarhus　⑤159cm
⑥59kg

チームリーダー
津川　昭
（つがわ　あきら）　男
①昭和26年8月3日（63歳）
②大阪府　③県立生駒高校
（奈良県）→大阪経済大学
④（公財）日本ハンドボール協
会　⑦専任コーチングディレ
クター（トップアスリート担
当）、JOC-NCA修了

監督
栗山　雅倫
（くりやま　まさみち）　男
①昭和46年6月21日（43歳）
②東京都　③私立東邦大学付
属東邦高校（千葉県）→筑波大
学→筑波大学大学院　④東海
大学　⑦専任コーチングディ
レクター（トップアスリート
担当）、JOC-NCA修了　⑧ハ
ンドボール上級コーチ

トレーナー
髙野内　俊也
（たかのうち　としや）　男
①昭和39年9月13日（50歳）
②東京都　③私立日本大学鶴
ヶ丘高校（東京都）→独協大学
④（一財）日本予防医学協会
⑦専任メディカルスタッフ
（トレーナー）　⑧アスレティ
ックトレーナー

技術スタッフ
小笠原　一生
（おがさわら　いっせい）　男
①昭和54年8月2日（35歳）
②広島県　③県立呉宮原高校
（広島県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④武庫川女子大学
⑧アスレティックトレーナー

技術スタッフ
田口　貴仁
（たぐち　たかひと）　男
①平成3年6月19日（23歳）
②東京都　③私立明星高校
（東京都）→東海大学　④東海
大学

選手
藤間　かおり
（ふじま　かおり）　女
①昭和57年7月6日（32歳）
②大分県　③大分市立原川中
学校（大分県）→県立大分鶴崎
高校（大分県）　④オムロンリ
レーアンドデバイス㈱
⑤173cm　⑥66kg
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Handball (Women)
ハンドボール【女子】

選手
錦織　新
（にしきおり　あらた）　女
①平成3年9月7日（23歳）
②岩手県　③盛岡市立松園中
学校（岩手県）→私立盛岡大学
附属高校（岩手県）　④ソニー
セミコンダクタ㈱
⑤167cm　⑥63kg

選手
横嶋　かおる
（よこしま　かおる）　女
①昭和60年12月11日（28歳）
②富山県　③富山市立堀川中
学校（富山県）→私立高岡向陵
高校（富山県）　④㈱北國銀行
⑤161cm　⑥61kg

選手
原　希美
（はら　のぞみ）　女
①平成3年3月9日（23歳）
②宮崎県　③延岡市立延岡中
学校（宮崎県）→私立宮崎学園
高校（宮崎県）→日本体育大学
④㈱ホンダロジスティクス
⑤170cm　⑥63kg

選手
白石　さと
（しろいし　さと）　女
①平成4年12月2日（21歳）
②福島県　③郡山市立郡山第
一中学校（福島県）→私立四天
王寺高校（大阪府）→東京女子
体育大学（4年）　④東京女子
体育大学　⑤174cm
⑥73kg

選手
角南　唯
（すなみ　ゆい）　女
①平成3年6月7日（23歳）
②岡山県　③倉敷市立下津井
中学校（岡山県）→私立四天王
寺高校（大阪府）→大阪体育大
学　④㈱北國銀行
⑤161cm　⑥60kg

選手
横嶋　彩
（よこしま　あや）　女
①平成2年7月3日（24歳）
②富山県　③富山市立堀川中
学校（富山県）→私立高岡向陵
高校（富山県）→環太平洋大学
④㈱北國銀行　
⑤162cm　⑥61kg

選手
石野　実加子
（いしの　みかこ）　女
①昭和63年11月11日（25歳）
②富山県　③氷見市立南部中
学校（富山県）→県立氷見高校
（富山県）→筑波大学　④㈱北
國銀行　⑤167cm　⑥56kg

選手
松村　杏里
（まつむら　あんり）　女
①平成3年6月21日（23歳）
②東京都　③東久留米市立西
中学校（東京都）→私立佼成学
園女子高校（東京都）→大阪教
育大学　④オタフクソース㈱
⑤168cm　⑥63kg

選手
相澤　莉乃
（あいざわ　りの）　女
①平成2年3月26日（24歳）
②神奈川　③横浜市立金沢中
学校（神奈川県）→県立横浜南
陵高校（神奈川県）→東海大学
④オムロンリレーアンドデバ
イス㈱　⑤161cm
⑥58kg
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Cycling
自転車 男子選手 女子選手 役  員 合  計

13名 10名 11名 34名

監督
坂本　勉
（さかもと　つとむ）　男
①昭和37年8月3日（52歳）
②青森県　③県立三戸高校
（青森県）→日本大学　④日本
自転車競技連盟　⑧自転車コ
ーチ

コーチ
高橋　松吉
（たかはし　まつよし）　男
①昭和30年9月13日（59歳）
②秋田県　③県立大曲東高校
（秋田県）　④日本自転車競技
連盟　⑧自転車コーチ

コーチ
飯島　誠
（いいじま　まこと）　男
①昭和46年2月12日（43歳）
②東京都　③都立八王子工業
高校（東京都）→中央大学
④ブリヂストンサイクル㈱
⑧自転車コーチ

コーチ
鈴木　雷太
（すずき　らいた）　男
①昭和47年8月11日（42歳）
②愛知県　③県立岡崎商業高
校（愛知県）　④㈱ライコン

トレーナー
柳　浩史
（やなぎ　こうじ）　男
①昭和31年2月4日（58歳）
②山口県　③県立山口農業高
校（山口県）→東洋鍼灸専門学
校　④小守スポーツマッサー
ジ療院　⑧アスレティックト
レーナー

トレーナー
井上　良輝
（いのうえ　よしてる）　男
①昭和57年11月18日（31歳）
②東京都　③都立杉並高校
（東京都）→駒澤大学　④ニカ
イ治療院

トレーナー
中山　真臣
（なかやま　まさおみ）　男
①昭和58年7月20日（31歳）
②佐賀県　③県立武雄青陵高
校（佐賀県）→明治国際医療大
学　④小守スポーツマッサー
ジ療院

技術スタッフ
鬼原　積
（きはら　つもる）　男
①昭和28年11月13日（60歳）
②広島県　③私立電気高校
（広島県）　④日本自転車競技
連盟

技術スタッフ
森　昭雄
（もり　あきお）　男
①昭和36年2月6日（53歳）
②大阪府　③府立城東工業高
校（大阪府）　④㈱みどり製作
所

技術スタッフ
仁木　康夫
（にき　やすお）　男
①昭和40年7月23日（49歳）
②大阪府　③府立泉南高校
（大阪府）　④㈱小泉製作所

ドクター
小林　裕幸
（こばやし　ひろゆき）　男
①昭和40年5月19日（49歳）
②北海道　③道立帯広柏葉高
校（北海道）→防衛医科大学校
→順天堂大学大学院　④筑波
大学付属病院水戸地域医療教
育センター　⑧スポーツドク
ター

選手
中川　誠一郎
（なかがわ　せいいちろう）　男
①昭和54年6月7日（35歳）
②熊本県　③熊本大学付属中
学校（熊本県）→県立真和高校
（熊本県）　④（一社）日本競輪
選手会熊本支部　⑤174cm
⑥78kg
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選手
渡邉　一成
（わたなべ　かずなり）　男
①昭和58年8月12日（31歳）
②福島県　③双葉町立中学校
（福島県）→県立小高工業高校
（福島県）　④（一社）日本競輪
選手会福島支部　⑤176cm
⑥80kg

選手
河端　朋之
（かわばた　ともゆき）　男
①昭和60年2月7日（29歳）
②鳥取県　③東伯中学校（鳥
取県）→県立倉吉工業高校（鳥
取県）　④（一社）日本競輪選
手会岡山支部　⑤170cm　
⑥77kg

選手
脇本　雄太
（わきもと　ゆうた）　男
①平成元年3月21日（25歳）
②福井県　③福井市立足羽中
学校（福井県）→県立科学技術
高校（福井県）　④（一社）日本
競輪選手会福井支部　
⑤181cm　⑥74kg

選手
窪木　一茂
（くぼき　かずしげ）　男
①平成元年6月6日（25歳）
②福島県　③古殿中学校（福
島県）→私立学校法人石川高
校（福島県）→日本大学
④和歌山県庁　⑤172cm
⑥65kg

選手
一丸　尚伍
（いちまる　しょうご）　男
①平成4年1月4日（22歳）
②福岡県　③北九州市立木屋
瀬中学校（福岡県）→県立日出
暘谷高校（大分県）→法政大学
（4年）　④EQA　U23／法政
大学　⑤172cm　⑥70kg

選手
近谷　涼
（ちかたに　りょう）　男
①平成4年4月17日（22歳）
②富山県　③射水市立奈古中
学（富山県）→県立氷見高校
（富山県）→日本大学（4年）　
④日本大学　⑤185cm　
⑥72kg

選手
橋本　英也
（はしもと　えいや）　男
①平成5年12月15日（20歳）
②岐阜県　③岐北中学校（岐
阜県）→県立岐南工業高校（岐
阜県）→鹿屋体育大学（3年）
④鹿屋体育大学　⑤180cm
⑥76kg

選手
宮澤　崇史
（みやざわ　たかし）　男
①昭和53年2月27日（36歳）
②長野県　③信州大学教育学
部附属長野中学校（長野県）→
県立長野工業高校（長野県）
④VINI FANTINI NIPPO DE 
ROSA　⑤165cm　⑥60kg

選手
別府　史之
（べっぷ　ふみゆき）　男
①昭和58年4月10日（31歳）
②神奈川県　③茅ヶ崎市立松
林中学校（神奈川県）→県立藤
沢北高校（神奈川県）
④TREK FACTORY RACING
⑤180cm　⑥67kg

選手
山本　幸平
（やまもと　こうへい）　男
①昭和60年8月20日（29歳）
②北海道　③幕別町札内東中
学校（北海道）→道立帯広農業
高校（北海道）→国際自然環境
アウトドア専門学校
④SPEC IAL IZED B i cyc l e  
Components　⑤181cm
⑥68kg

選手
沢田　時
（さわだ　とき）　男
①平成6年1月12日（20歳）
②滋賀県　③野洲市立野洲中
学校（滋賀県）→県立草津東高
校（滋賀県）　④Bridgestone 
Anchor Cycling Team
⑤174cm　⑥64kg

選手
三瓶　将廣
（さんぺい　まさひろ）　男
①平成2年5月2日（24歳）
②神奈川県　③川崎市立臨港
中学校（神奈川県）→私立日本
体育大学付属荏原高校（東京
都）　④（一社）SYSTEMATIC 
BMX　⑤170cm　⑥75kg
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選手
中村　妃智
（なかむら　きさと）　女
①平成5年1月7日（21歳）
②東京都　③浦安市立美浜中
学校（千葉県）→私立千葉経済
大学付属高校（千葉県）→日本
体育大学（4年）　④日本体育
大学　⑤165cm　⑥57kg

選手
中込　由香里
（なかごめ　ゆかり）　女
①昭和40年10月30日（48歳）
②京都府　③東久留米市立南
中学校（東京都）→都立保谷高
校（東京都）→東海大学　④ペ
ンションSY-NakCabin
⑤157cm　⑥48kg

選手
飯端　美樹
（いいばた　みき）　女
①昭和60年10月5日（28歳）
②大阪府　③和泉市立郷荘中
学校（大阪府）→府立美木多高
校（大阪府）　⑤162cm
⑥45kg

選手
山野本　悠里
（やまのもと　ゆうり）　女
①平成7年4月23日（19歳）
②広島県　③甲田中学校（広
島県）→県立吉田高校（広島
県）→環太平洋大学（1年）
④環太平洋大学　⑤156cm
⑥53kg

選手
加瀬　加奈子
（かせ　かなこ）　女
①昭和55年5月31日（34歳）
②新潟県　③長岡東中学校
（新潟県）→私立中越高校（新
潟県）→順天堂大学　④（一
社）日本競輪選手会新潟支部
⑤165cm　⑥63kg

選手
石井　貴子
（いしい　たかこ）　女
①平成2年2月17日（24歳）
②岐阜県　③美濃加茂市立東
中学校（岐阜県）→私立美濃加
茂高校（岐阜県）→早稲田大学
④（一社）日本競輪選手会千葉
支部　⑤163cm
⑥54kg

選手
前田　佳代乃
（まえだ　かよの）　女
①平成3年1月13日（23歳）
②兵庫県　③西宮市立山口中
学校（兵庫県）→県立西宮高校
（兵庫県）→鹿屋体育大学
⑤165cm　⑥63kg

選手
塚越　さくら
（つかごし　さくら）　女
①平成3年4月13日（23歳）
②埼玉県　③秩父市立秩父第
一中学校（埼玉県）→県立熊谷
女子高校（埼玉県）→鹿屋体育
大学→鹿屋体育大学大学院（1
年）　④鹿屋体育大学大学院
　⑤168cm　⑥60kg

選手
上野　みなみ
（うわの　みなみ）　女
①平成3年5月18日（23歳）
②青森県　③八戸市立小中野
中学校（青森県）→県立八戸工
業高校（青森県）→鹿屋体育大
学→鹿屋体育大学大学院（1
年）　④鹿屋体育大学大学院
⑤164cm　⑥55kg

選手
小島　蓉子
（こじま　ようこ）　女
①平成3年9月17日（23歳）
②千葉県　③船橋市立法田中
学校（千葉県）→私立千葉経済
大学付属高校（千葉県）→日本
体育大学→日本体育大学大学
院（1年）　④日本体育大学大
学院　⑤170cm　⑥55kg
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Soft Tennis
ソフトテニス 男子選手 女子選手 役  員 合  計

5名 5名 2名 12名

監督
斉藤　広宣
（さいとう　ひろのぶ）　男
①昭和42年9月14日（47歳）
②千葉県　③県立匝瑳高校
（千葉県）→明治大学　④松戸
市役所

監督
田中　弘
（たなか　ひろし）　男
①昭和29年2月21日（60歳）
②東京都　③私立中央大学附
属高校（東京都）→中央大学　
④田中企画　⑧ソフトテニス
指導員

選手
篠原　秀典
（しのはら　ひでのり）　男
①昭和58年5月16日（31歳）
②群馬県　③渋川市立渋川中
学校（群馬県）→私立東京農業
大学第二高校（群馬県）→日本
体育大学→日本体育大学大学
院　④日本体育大学
⑤179cm　⑥70kg

選手
小林　幸司
（こばやし　こうじ）　男
①昭和59年4月30日（30歳）
②神奈川県　③大和市立光丘
中学校（神奈川県）→私立岡山
理科大学付属高校（岡山県）→
日本体育大学　④ミズノ㈱
⑤177cm　⑥72kg

選手
長江　光一
（ながえ　こういち）　男
①昭和62年10月28日（26歳）
②岡山県　③総社市立総社東
中学校（岡山県）→私立岡山理
科大学付属高校（岡山県）→早
稲田大学　④西日本電信電話
㈱　⑤174cm　⑥69kg

選手
中本　圭哉
（なかもと　けいや）　男
①平成元年10月25日（24歳）
②広島県　③東広島市立向陽
中学校（広島県）→県立音戸高
校（広島県）→早稲田大学
④西日本電信電話㈱
⑤173cm　⑥67kg

選手
桂　拓也
（かつら　たくや）　男
①平成3年8月2日（23歳）
②兵庫県　③姫路市立大津中
学校(兵庫県)→大和高田市立
高田商業高校(奈良県)→早稲
田大学　④和歌山県教育庁
⑤172cm　⑥69kg

選手
森田　奈緒
（もりた　なお）　女
①平成6年11月3日（19歳）
②愛媛県　③今治市立日吉中
学校（愛媛県）→私立広島翔洋
高校（広島県）　④ヨネックス
㈱　⑤155cm　⑥51kg

選手
山下　ひかる
（やました　ひかる）　女
①昭和63年3月19日（26歳）
②佐賀県　③嬉野市立嬉野中
学校（佐賀県）→県立嬉野高校
（佐賀県）→東京女子体育大学
④ヨネックス㈱　⑤169cm
⑥66kg

選手
森原　可奈
（もりはら　かな）　女
①平成元年5月30日（25歳）
②広島県　③広島市立仁保中
学校（広島県）→私立広島女子
商学園高校（広島県）　④東芝
姫路半導体工場　⑤169cm
⑥56kg

選手
大庭　彩加
（おおば　あやか）　女
①昭和62年5月29日（27歳）
②岡山県　③私立就実中学校
（岡山県）→私立就実高校（岡
山県）　④西日本電信電話㈱
⑤163cm　⑥56kg

選手
小林　奈央
（こばやし　なお）　女
①平成5年10月31日（20歳）
②岡山県　③私立就実中学校
（岡山県）→私立尽誠学園高校
（香川県）→早稲田大学（3年）
④早稲田大学　⑤165cm
⑥53kg
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Table Tennis
卓　球 男子選手 女子選手 役  員 合  計

5名 5名 3名 13名

監督
倉嶋　洋介
（くらしま　ようすけ）　男
①昭和51年5月24日（38歳）
②東京都　③私立埼玉工業大
学深谷高校（埼玉県）→明治大
学　④（公財）日本オリンピッ
ク委員会　⑦専任コーチング
ディレクター（トップアスリ
ート担当）、JOC-NCA修了　
⑧卓球上級コーチ

監督
村上　恭和
（むらかみ　やすかず）　男
①昭和32年12月9日（56歳）
②広島県　③私立近畿大学附
属福山高校（広島県）→近畿
大学　④日本生命保険相互会
社　⑦専任コーチングディレ
クター（トップアスリート担
当）、JOC-NCA修了　⑧卓球
上級コーチ

コーチ
田㔟　邦史
（たせい　くにひと）　男
①昭和56年9月20日（32歳）
②山形県　③私立青森山田高
校（青森県）→青森大学
④（公財）日本卓球協会　⑦ア
シスタントナショナルコー
チ、JOC-NCA修了

選手
水谷　隼
（みずたに　じゅん）　男
①平成元年6月9日（25歳）
②静岡県　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）→明治大学
④beacon.LAB　⑤172cm
⑥66kg

選手
丹羽　孝希
（にわ　こうき）　男
①平成6年10月10日（19歳）
②北海道　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）→明治大学（2
年）　④明治大学　
⑤162cm　⑥51kg

選手
松平　健太
（まつだいら　けんた）　男
①平成3年4月11日（23歳）
②石川県　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）→早稲田大学
④㈱ホリプロ
⑤169cm　⑥61kg

選手
岸川　聖也
（きしかわ　せいや）　男
①昭和62年5月21日（27歳）
②福岡県　③北九州市立引野
中学校（福岡県）→私立仙台育
英学園高校（宮城県）　④㈱フ
ァースト　⑤168cm
⑥68kg

選手
村松　雄斗
（むらまつ　ゆうと）　男
①平成8年10月14日（17歳）
②山梨県　③北区立稲付中
学校（東京都）→私立帝京高
校（東京都）（3年）　④JOCエ
リートアカデミー／帝京　⑤
180cm　⑥63kg

選手
石川　佳純
（いしかわ　かすみ）　女
①平成5年2月23日（21歳）
②福岡県　③私立四天王寺羽
曳丘中学校（大阪府）→私立四
天王寺高校（大阪府）　④全農
⑤158cm　⑥51kg

選手
福原　愛
（ふくはら　あい）　女
①昭和63年11月1日（25歳）
②宮城県　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）　④ANA
⑤156cm　⑥48kg

選手
平野　早矢香
（ひらの　さやか）　女
①昭和60年3月24日（29歳）
②栃木県　③私立仙台育英学
園秀光中学校（宮城県）→私立
仙台育英学園高校（宮城県）
④㈱ミキハウス　⑤158cm
⑥54kg

選手
若宮　三紗子
（わかみや　みさこ）　女
①平成元年6月23日（25歳）
②香川県　③三豊市立高瀬中
学校（香川県）→私立尽誠学園
高校（香川県）　④日本生命保
険相互会社　⑤153cm
⑥47kg
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卓
　
球

Table Tennis
卓　球

選手
平野　美宇
（ひらの　みう）　女
①平成12年4月14日（14歳）
②静岡県　③北区立稲付中学
校（東京都）（2年）　④JOCエ
リートアカデミー　
⑤156cm　⑥45kg
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馬
　
術

Equestrian
馬　術 男子選手 女子選手 役  員 合  計

9名 3名 9名 21名

チームリーダー
千　玄室
（せん　げんしつ）　男
①大正12年4月19日（91歳）
②京都府　③私立同志社高校
（京都府）→同志社大学→中央
大学校　④財団法人 茶道裏千
家今日庵

監督
東良　弘一
（ひがしら　ひろかず）　男
①昭和21年9月7日（68歳）
②京都府　③私立東山高校
（京都府）→大阪産業大学
④㈱洛北宝ヶ池観光農園

監督
照井　愼一
（てるい　しんいち）　男
①昭和26年3月14日（63歳）
②秋田県　③横浜市立東高校
（神奈川県）　④ドレッサージ
ュ・ステーブル・テルイ　⑦専
任コーチングディレクター（ジ
ュニアアスリート担当）、JOC-
NTC修了　⑧馬術コーチ

監督
ロイクロフト バリー トーマス
男
①昭和19年5月25日（70歳）
②オーストラリア　③CAMP-オーストラリア　③CAMP-③CAMP-
ERTOWN COLLEGE

獣医
古川　雅樹
（ふるかわ　まさき）　男
①昭和48年11月23日（40歳）
②東京都　③私立武蔵工業大
学付属中学校（東京都）→私立
武蔵工業大学付属高校（東京
都）→日本獣医畜産大学→-　
④㈲大和高原動物診療所

コーチ
中野　善弘
（なかの　よしひろ）　男
①昭和33年6月2日（56歳）
②大阪府　③私立大阪学院高
校（大阪府）　④㈱乗馬クラブ
クレイン　⑧馬術コーチ

コーチ
瀬理町　芳隆
（せりまち　よしたか）　男
①昭和33年5月22日（56歳）
②東京都　③私立学習院高等
科（東京都）→学習院大学
④㈱乗馬クラブクレイン

総務
土橋　武雄
（どばし　たけお）　男
①昭和18年10月2日（70歳）
②東京都　③私立立教池袋高
校（東京都）→立教大学　④㈱
土橋園

総務
茶谷　安重
（ちゃたに　やすかず）　男
①昭和40年6月8日（49歳）
②兵庫県　③私立六甲学院高
校（兵庫県）　④㈱乗馬クラブ
クレイン

選手
杉谷　泰造
（すぎたに　たいぞう）　男
①昭和51年6月27日（38歳）
②大阪府　③CANADIAN　
ACADEMY（兵庫県）→CANA-（兵庫県）→CANA-→CANA-
DIAN ACADEMY　④杉谷乗
馬クラブ　⑤170cm
⑥63kg

選手
平尾　賢
（ひらお　さとし）　男
①昭和50年4月12日（39歳）
②大阪府　③岸和田市立桜台
中学校（大阪府）→私立大阪商
業大学附属堺高等大学（大阪
府）　④エンゼル乗馬クラブ
⑤167cm　⑥66kg

選手
林　忠寛
（はやし　ただひろ）　男
①平成2年10月4日（23歳）
②千葉県　③香取市立栗源中
学校（千葉県）→県立多古高校
（千葉県）　④北総乗馬クラブ
⑤182cm　⑥70kg
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馬
　
術

Equestrian
馬　術

選手
宇都宮　誉司
（うつのみや　たかし）　男
①昭和63年1月17日（26歳）
②東京都　③私立聖学院中学
校（東京都）→私立聖学院高校
（東京都）　④成田乗馬クラブ
⑤169cm　⑥63kg

選手
林　伸伍
（はやし　しんご）　男
①昭和60年1月25日（29歳）
②北海道　③札幌市立向陵中
学校（北海道）→私立東海大学
第四高校（北海道）→明治大学
④アイリッシュアラン乗馬学
校　⑤171cm　⑥63kg

選手
佐渡　一毅
（さど　かずき）　男
①昭和60年2月20日（29歳）
②京都府　③京都市立西賀茂
中学校（京都府）→京都市立紫
野高校（京都府）→京都産業大
学　④日本中央競馬会馬事公
苑　⑤177cm　⑥66kg

選手
田中　利幸
（たなか　としゆき）　男
①昭和60年2月2日（29歳）
②福岡県　③福岡市立原中学
校（福岡県）→都築学園福岡第
一高校（福岡県）→日本経済大
学　④乗馬クラブクレイン
⑤168cm　⑥63kg

選手
北島　隆三
（きたじま　りゅうぞう）　男
①昭和60年10月23日（28歳）
②兵庫県　③神戸市立垂水東
中学校（兵庫県）→県立山辺高
校（奈良県）→明治大学　④乗
馬クラブクレイン　
⑤172cm　⑥64kg

選手
楠木　貴成
（くすのき　たかのり）　男
①昭和54年10月19日（34歳）
②北海道　③安平町立早来中
学校（北海道）→県立山辺高校
（奈良県）　④ノーザンホース
パーク　⑤174cm　⑥70kg

選手
中村　公子
（なかむら　ともこ）　女
①昭和37年3月17日（52歳）
②北海道　③鎌倉市立深沢中
学校（神奈川県）→県立藤沢高
校（神奈川県）→日本大学
④シュタール・ジーク
⑤172cm　⑥60kg

選手
奥西　真弓
（おくにし　まゆみ）　女
①昭和57年11月9日（31歳）
②三重県　③名張市立赤目中
学校（三重県）→県立津西高校
（三重県）→同志社女子大学
④名張乗馬クラブ
⑤164cm　⑥51kg

選手
佐藤　泰
（さとう　たえ）　女
①昭和63年3月28日（26歳）
②長野県　③小川村立小川中
学校（長野県）→県立文化女子
大学付属長野高校（長野県）→
早稲田大学　④明松寺馬事公
苑　⑤155cm　⑥56kg
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Fencing
フェンシング 男子選手 女子選手 役  員 合  計

10名 9名 6名 25名

監督
橋本　寛
（はしもと　ひろし）　男
①昭和39年10月30日（49歳）
②埼玉県　③私立大東文化大
学第一高校（東京都）→法政大
学　④NEXUS㈱

コーチ
マツェイチュク オレグ
男
①昭和47年3月8日（42歳）
②ウクライナ　③ウクライナ
#222高校→ウクライナ体育
大学　④（公社）日本フェンシ
ング協会　⑦専任コーチング
ディレクター（トップアスリ
ート担当）、JOC-NCA修了

コーチ
ゴルバチュク オレクサンドル
男
①昭和47年10月11日（41歳）
②ウクライナ　③スポーツア
カデミー#2高校→ペタゴジカ
ル大学　④（公社）日本フェン
シング協会

コーチ
ベルナート ゾルターン
男
①昭和41年4月21日（48歳）
②ハンガリー　③Kölcsey Fe-ハンガリー　③Kölcsey Fe-③Kölcsey Fe-
renc High School →Budapest 
University of Technology and 
Economics→Budapest Physical 
and Education University
④（公社）日本フェンシング協会
⑦専任コーチングディレクター
（トップアスリート担当）

コーチ
リー　ウッチェ
男
①昭和40年2月20日（49歳）
②大韓民国　③弘益大学付属
高校→韓国体育大学　④（公
社）日本フェンシング協会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）

コーチ
本間　孔一
（ほんま　こういち）　男
①昭和48年6月2日（41歳）
②熊本県　③私立第一工業高
校（熊本県）→中央大学
④（公社）日本フェンシング協
会　⑦専任コーチングディレ
クター（ジュニアアスリート
担当）、JOC-NCA修了

選手
太田　雄貴
（おおた　ゆうき）　男
①昭和60年11月25日（28歳）
②滋賀県　③私立平安中学校
（京都府）→私立平安高校（京
都府）→同志社大学　④森永
製菓㈱　⑤171cm　⑥69kg

選手
千田　健太
（ちだ　けんた）　男
①昭和60年8月2日（29歳）
②宮城県　③気仙沼市立松岩
中学校（宮城県）→県立気仙沼
高校（宮城県）→中央大学
④筑波大学大学院　
⑤170cm　⑥70kg

選手
三宅　諒
（みやけ　りょう）　男
①平成2年12月24日（23歳）
②千葉県　③市川市立第六中
学校（千葉県）→私立慶應義塾
高校（神奈川県）→慶應義塾大
学　④セイコーホールディン
グス㈱　⑤178cm　⑥74kg

選手
藤野　大樹
（ふじの　だいき）　男
①昭和62年5月28日（27歳）
②東京都　③大田区立田園調
布中学校（東京都）→私立東亜
学園高校（東京都）→法政大学
④東京フェンシングスクール
⑤176cm　⑥79kg

選手
見延　和靖
（みのべ　かずやす）　男
①昭和62年7月15日（27歳）
②福井県　③越前市立南越中
学校（福井県）→県立武生商業
高校（福井県）→法政大学
④NEXUS㈱　⑤177cm
⑥75kg

選手
山田　優
（やまだ　まさる）　男
①平成6年6月14日（20歳）
②三重県　③鳥羽市立鳥羽東
中学校（三重県）→県立鳥羽高
校（三重県）→日本大学（2年）
④日本大学　
⑤184cm　⑥69kg
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Fencing
フェンシング

選手
坂本　圭右
（さかもと　けいすけ）　男
①昭和59年2月2日（30歳）
②茨城県　③水戸市立第二中
学校（茨城県）→県立緑岡高校
（茨城県）→中央大学　④自衛
隊体育学校　⑤178cm
⑥69kg

選手
島村　智博
（しまむら　ともひろ）　男
①昭和59年2月13日（30歳）
②東京都　③江戸川区立西葛
西中学校（東京都）→私立東亜
学園高校（東京都）→専修大学
④警視庁　⑤174cm　
⑥71kg

選手
徳南　堅太
（とくなん　けんた）　男
①昭和62年8月17日（27歳）
②福井県　③池田町立池田中
学校（福井県）→県立武生商業
高校（福井県）→日本体育大学
④デロイト トーマツ コンサ
ルティング㈱　⑤183cm
⑥83kg

選手
宮山　亮
（みややま　りょう）　男
①昭和63年8月25日（26歳）
②千葉県　③八千代市立高津
中学校（千葉県）→私立日本大
学習志野高校（千葉県）→中央
大学　④NEXUS㈱
⑤173cm　⑥70kg

選手
西岡　詩穂
（にしおか　しほ）　女
①平成元年2月23日（25歳）
②和歌山県　③和歌山市立楠
見中学校（和歌山県）→県立和
歌山北高校（和歌山県）→日本
女子体育大学　④NEXUS㈱　
⑤169cm　⑥60kg

選手
柳岡　はるか
（やなおか　はるか）　女
①平成7年3月1日（19歳）
②秋田県　③北区立稲付中学
校（東京都）→私立東亜学園高
校（東京都）→法政大学（2年）
④法政大学　⑤167cm　⑥
59kg

選手
宮脇　花綸
（みやわき　かりん）　女
①平成9年2月4日（17歳）
②東京都　③私立東洋英和女
学院中学部（東京都）→私立慶
應義塾女子高校（東京都）（3
年）　④慶應義塾女子高校
⑤159cm　⑥53kg

選手
下大川　綾華
（しもおおかわ　あやか）　女
①昭和63年4月28日（26歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立和
田中学校（鹿児島県）→県立鹿
児島南高校（鹿児島県）→日本
体育大学　④テクマトリック
ス㈱　⑤161cm　⑥58kg

選手
大橋　里衣
（おおはし　りえ）　女
①平成3年1月17日（23歳）
②岐阜県　③海津市立城山中
学校（岐阜県）→県立大垣南高
校（岐阜県）→同志社大学
④岐阜クラブ　⑤163cm
⑥53kg

選手
山田　あゆみ
（やまだ　あゆみ）　女
①平成4年7月17日（22歳）
②三重県　③鳥羽市立鳥羽東
中学校（三重県）→県立鳥羽高
校（三重県）→日本大学（4年）
④日本大学　⑤169cm
⑥55kg

選手
江村　美咲
（えむら　みさき）　女
①平成10年11月20日（15歳）
②大分県　③板橋区立志村第
二中学校（東京都）→私立大原
学園高校（東京都）（1年）
④JOCエリートアカデミー
⑤167cm　⑥52kg

選手
髙嶋　理紗
（たかしま　りさ）　女
①平成11年2月8日（15歳）
②福岡県　③北区立稲付中学
校（東京都）→私立帝京高校
（東京都）（1年）　④JOCエリ
ートアカデミー　⑤161cm
⑥52kg
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Fencing
フェンシング

選手
向江　彩伽
（むかえ　あやか）　女
①平成10年4月28日（16歳）
②福岡県　③北区立稲付中学
校（東京都）→私立大原学園高
校（東京都）（1年）
④JOCエリートアカデミー
⑤164cm　⑥55kg
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柔
　
道

Judo
柔　道 男子選手 女子選手 役  員 合  計

7名 7名 8名 22名

監督
井上　康生
（いのうえ　こうせい）　男
①昭和53年5月15日（36歳）
②宮崎県　③私立東海大学附
属相模高校（神奈川県）→東海
大学→東海大学大学院　④東
海大学　⑦専任コーチングデ
ィレクター（トップアスリー
ト担当）

監督
南條　充寿
（なんじょう　みつとし）　男
①昭和47年4月30日（42歳）
②愛媛県　③私立新田高校
（愛媛県）→筑波大学　④仙台
大学　⑦専任コーチングディ
レクター（トップアスリート
担当）　⑧柔道コーチ

コーチ
金丸　雄介
（かなまる　ゆうすけ）　男
①昭和54年9月14日（35歳）
②石川県　③県立津幡高校
（石川県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④学校法人了徳寺
学園　⑦JOC-NCA修了
⑧柔道指導員

コーチ
古根川　実
（こねがわ　みのる）　男
①昭和53年11月11日（35歳）
②和歌山県　③私立東海大仰
星高校（大阪府）→東海大学　
④大阪府警察

コーチ
薪谷　翠
（しんたに　みどり）　女
①昭和55年8月15日（34歳）
②和歌山県　③私立大阪工業
大学高校（大阪府）→筑波大学
④㈱ミキハウス　⑦専任コー
チングディレクター（NTC担
当）

ドクター
木田　将量
（きだ　まさかず）　男
①昭和55年10月24日（33歳）
②東京都　③私立海城高校
（東京都）→日本大学　④河北
総合病院　⑧スポーツドクタ
ー

トレーナー
幡手　康二
（はたで　こうじ）　男
①昭和58年8月22日（31歳）
②大分県　③県立中津工業高
校（大分県）→東京医療専門学
校　④㈱グローバルスポーツ
医学研究所　⑦専任メディカ
ルスタッフ（トレーナー）

トレーナー
菅原　靖久
（すがはら　やすひさ）　男
①昭和59年3月3日（30歳）
②埼玉県　③ 埼玉工業大学深
谷高校（埼玉県）→日本スポー
ツ科学専門学校、東京医療専
門学校　④㈱グローバルスポ
ーツ医学研究所　⑦専任メデ
ィカルスタッフ（トレーナー）

選手
王子谷　剛志
（おうじたに　たけし）　男
①平成4年6月9日（22歳）
②大阪府　③私立東海大学付
属相模中学校（神奈川県）→私
立東海大学付属相模高校（神
奈川県）→東海大学（4年）
④東海大学　⑤186cm　
⑥138kg

選手
熊代　佑輔
（くましろ　ゆうすけ）　男
①昭和63年6月3日（26歳）
②栃木県　③市貝中学校（栃
木県）→県立茂木高校（栃木
県）→東海大学→東海大学大
学院　④ALSOK　
⑤184cm　⑥100kg

選手
吉田　優也
（よしだ　ゆうや）　男
①平成元年4月28日（25歳）
②東京都　③私立東海大学付
属相模中学校（神奈川県）→私
立東海大学付属相模高校（神
奈川県）→東海大学　④旭化
成㈱　⑤171cm　⑥90kg

選手
長島　啓太
（ながしま　けいた）　男
①昭和63年10月23日（25歳）
②栃木県　③白鷗大足利中学
校（栃木県）→白鷗大足利高校
（栃木県）→東海大学　④日本
中央競馬会　⑤176cm
⑥81kg
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選手
秋本　啓之
（あきもと　ひろゆき）　男
①昭和61年1月31日（28歳）
②熊本県　③宇城市立松橋中
学校（熊本県）→私立桐蔭学園
高校（神奈川県）→筑波大学→
筑波大学大学院　④学校法人
了徳寺学園　⑤169cm
⑥73kg

選手
髙上　智史
（たかじょう　ともふみ）　男
①平成3年12月7日（22歳）
②福岡県　③北九州市立田原
中学校（福岡県）→私立桐蔭学
園高校（神奈川県）→日本体育
大学　④旭化成㈱　
⑤167cm　⑥66kg

選手
志々目　徹
（ししめ　とおる）　男
①平成4年3月8日（22歳）
②宮崎県　③庄内中学校（宮
崎県）→私立宮崎日本大学高
校（宮崎県）→日本体育大学　
④学校法人了徳寺学園
⑤162cm　⑥60kg

選手
稲森　奈見
（いなもり　なみ）　女
①平成5年10月15日（20歳）
②鹿児島県　③曽於市立末吉
中学校（鹿児島県）→県立鹿児
島南高校（鹿児島県）　④三井
住友海上火災保険㈱
⑤164cm　⑥110kg

選手
梅木　真美
（うめき　まみ）　女
①平成6年12月6日（19歳）
②大分県　③ 小国町立小国中
学校（熊本県）→県立阿蘇中央
高校（熊本県）→環太平洋大学
（2年）　④環太平洋大学
⑤174cm　⑥78kg

選手
新井　千鶴
（あらい　ちづる）　女
①平成5年11月1日（20歳）
②埼玉県　③寄居町立男衾中
学校（埼玉県）→県立児玉高校
（埼玉県）　④三井住友海上火
災保険㈱　⑤172cm
⑥70kg

選手
阿部　香菜
（あべ　かな）　女
①昭和63年4月25日（26歳）
②宮城県　③石巻市立渡波中
学校（宮城県）→私立東北高校
（宮城県）　④三井住友海上火
災保険㈱　⑤160cm
⑥63kg

選手
山本　杏
（やまもと　あんず）　女
①平成6年6月18日（20歳）
②神奈川県　③六角橋中学校
（神奈川県）→私立桐蔭学園高
校（神奈川県）→国士舘大学（2
年）　④国士舘大学　
⑤158cm　⑥57kg

選手
中村　美里
（なかむら　みさと）　女
①平成元年4月28日（25歳）
②東京都　③相模原市立相原
中学校（神奈川県）→私立渋谷
教育学園渋谷高校（東京都）
④三井住友海上火災保険㈱
⑤157cm　⑥52kg

選手
山岸　絵美
（やまぎし　えみ）　女
①昭和61年8月22日（28歳）
②長野県　③丘中学校（長野
県）→私立藤村女子高校（東京
都）　④三井住友海上火災保
険㈱　⑤151cm　⑥48kg
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Softball
ソフトボール 男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 15名 5名 20名

チームリーダー
宇津木　妙子
（うつぎ　たえこ）　女
①昭和28年4月6日（61歳）
②埼玉県　③私立星野高校
（埼玉県）　④（公財）日本ソフ
トボール協会　⑧ソフトボー
ル指導員

監督
宇津木　麗華
（うつぎ　れいか）　女
①昭和38年6月1日（51歳）
②中華人民共和国　③北京長
辛店第三中学　④ルネサスエ
レクトロニクス㈱　⑧ソフト
ボールコーチ

コーチ
カサレス　ルーシー
女
①昭和35年5月6日（54歳）
②アメリカ　③Bonita Vista 
High School→Arizona State 
University　④㈱豊田自動織
機

トレーナー
金城　充知
（きんじょう　みつあき）　男
①昭和45年7月20日（44歳）
②茨城県　③県立小山西高校
（栃木県）→国際鍼灸専門学校
④スポラックスマッサージ

トレーナー
志村　昌彦
（しむら　あきひこ）　男
①昭和58年5月15日（31歳）
②静岡県　③静岡市立清水商
業高校（静岡県）→名城大学
④ルネサスエレクトロニクス
㈱

選手
上野　由岐子
（うえの　ゆきこ）　女
①昭和57年7月22日（32歳）
②福岡県　③福岡市立柏原中
学校（福岡県）→私立九州女子
高校（福岡県）　④ルネサスエ
レクトロニクス㈱
⑤174cm　⑥73kg

選手
中野　花菜
（なかの　かな）　女
①平成6年2月12日（20歳）
②鹿児島県　③神村学園中等
部（鹿児島県）→私立神村学園
高等部（鹿児島県）　④ルネサ
スエレクトロニクス㈱
⑤175cm　⑥75kg

選手
藤田　倭
（ふじた　やまと）　女
①平成2年12月18日（23歳）
②大阪府　③佐世保市立崎部
中学校（長崎県）→私立佐賀女
子短期大学付属佐賀女子高校
（佐賀県）　④太陽誘電㈱
⑤165cm　⑥72kg

選手
山根　佐由里
（やまね　さゆり）　女
①平成2年1月24日（24歳）
②三重県　③度会町立度会中
学校（三重県）→県立宇治山田
商業高校（三重県）　④トヨタ
自動車㈱　⑤166cm
⑥61kg

選手
佐藤　みなみ
（さとう　みなみ）　女
①平成元年12月12日（24歳）
②東京都　③所沢市立上山口
中学校（埼玉県）→私立星野高
校（埼玉県）　④太陽誘電㈱
⑤158cm　⑥62kg

選手
峰　幸代
（みね　ゆきよ）　女
①昭和63年1月26日（26歳）
②長崎県　③横浜市立瀬谷中
学校（神奈川県）→私立木更津
総合高校（千葉県）　④ルネサ
スエレクトロニクス㈱
⑤165cm　⑥66kg

選手
市口　侑果
（いちぐち　ゆか）　女
①平成4年7月3日（22歳）
②大阪府　③大阪市立緑中学
校（大阪府）→私立木更津総合
高校（千葉県）　④ルネサスエ
レクトロニクス㈱
⑤162cm　⑥58kg
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選手
大久保　美紗
（おおくぼ　みさ）　女
①昭和61年6月11日（28歳）
②岩手県　③四街道市立四街
道西中学校（千葉県）→私立木
更津総合高校（千葉県）　④ル
ネサスエレクトロニクス㈱
⑤171cm　⑥67kg

選手
坂元　令奈
（さかもと　はるな）　女
①昭和61年12月12日（27歳）
②大分県　③堺市立深井中央
中学校（大阪府）→私立四条畷
学園高校（大阪府）　④トヨタ
自動車㈱　⑤165cm　
⑥64kg

選手
西山　麗
（にしやま　れい）　女
①昭和59年3月8日（30歳）
②神奈川県　③横須賀市立常
葉中学校（神奈川県）→県立厚
木商業高校（神奈川県）　④㈱
日立製作所情報・通信システ
ム社　⑤166cm　⑥62kg

選手
山本　優
（やまもと　ゆう）　女
①昭和63年8月20日（26歳）
②北海道　③札幌市立八軒中
学校（北海道）→道立北海道当
別高校（北海道）　④ルネサス
エレクトロニクス㈱
⑤163cm　⑥65kg

選手
河野　美里
（かわの　みさと）　女
①昭和60年4月18日（29歳）
②静岡県　③沼津市立大岡中
学校（静岡県）→私立飛龍高校
（静岡県）　④太陽誘電㈱
⑤163cm　⑥56kg

選手
長﨑　望未
（ながさき　のぞみ）　女
①平成4年6月19日（22歳）
②愛媛県　③松山市立小野中
学校（愛媛県）→私立京都西山
高校（京都府）　④トヨタ自動
車㈱　⑤160cm　⑥56kg

選手
永吉　理恵
（ながよし　りえ）　女
①昭和62年9月21日（26歳）
②福岡県　③福岡市立和白丘
中学校（福岡県）→私立筑陽学
園高校（福岡県）　④㈱デンソ
ー　⑤158cm　⑥56kg

選手
山田　恵里
（やまだ　えり）　女
①昭和59年3月8日（30歳）
②神奈川県　③藤沢市立御所
見中学校（神奈川県）→県立厚
木商業高校（神奈川県）　④㈱
日立製作所情報・通信システ
ム社　⑤165cm　⑥58kg
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Badminton
バドミントン 男子選手 女子選手 役  員 合  計

10名 10名 6名 26名

監督
朴　柱奉
（ぱく　じゅぼん）　男
①昭和39年12月5日（49歳）
②大韓民国　③韓国全羅北道
全州農林高校→韓国体育大学
→順天郷大学校大学院
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦ナショナルコーチ、
JOC-NCA修了

コーチ
中島　慶
（なかしま　けい）　男
①昭和37年5月28日（52歳）
②中華人民共和国　③杭州市
第一高校（浙江省）→龍谷大学
④（公財）日本バドミントン協
会　⑦専任コーチングディレ
クター（トップアスリート担
当）、JOC-NCA修了

コーチ
リオニー フレデリック マイナキー
男
①昭和41年8月11日（48歳）
②インドネシア　③シリワン
ギ高校　④日本ユニシス㈱　
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）、
JOC-NCA修了

コーチ
舛田　圭太
（ますだ　けいた）　男
①昭和54年2月27日（35歳）
②東京都　③金沢市立工業高
校（石川県）→日本体育大学　
④トナミ運輸㈱　⑦専任コー
チングディレクター（トップ
アスリート担当）、JOC-NCA
修了

コーチ
佐藤　翔治
（さとう　しょうじ）　男
①昭和57年9月19日（32歳）
②東京都　③私立関東第一高
校（東京都）→東京富士大学　
④東日本電信電話㈱　⑦アシ
スタントナショナルコーチ、
JOC-NCA修了

トレーナー
森里　友佳
（もりさと　ゆか）　女
①昭和47年6月15日（42歳）
②三重県　③県立上野商業高
校（三重県）→名古屋鍼灸学校
④エム・エス・マイスターＬ
⑧アスレティックトレーナー

選手
田児　賢一
（たご　けんいち）　男
①平成元年7月16日（25歳）
②東京都　③私立埼玉栄中学
校（埼玉県）→私立埼玉栄高校
（埼玉県）　④東日本電信電話
㈱　⑤175cm　⑥72kg

選手
桃田　賢斗
（ももた　けんと）　男
①平成6年9月1日（20歳）
②香川県　③富岡町立富岡第
一中学校（福島県）→県立富岡
高校（福島県）　④東日本電信
電話㈱　⑤175cm　⑥72kg

選手
佐々木　翔
（ささき　しょう）　男
①昭和57年6月30日（32歳）
②北海道　③北斗市立上磯中
学校（北海道）→私立関東第一
高校（東京都）→東京富士大学
④トナミ運輸㈱　
⑤172cm　⑥75kg

選手
上田　拓馬
（うえだ　たくま）　男
①平成元年3月21日（25歳）
②東京都　③私立埼玉栄中学
校（埼玉県）→私立埼玉栄高校
（埼玉県）→早稲田大学　④日
本ユニシス㈱　⑤174cm
⑥68kg

選手
早川　賢一
（はやかわ　けんいち）　男
①昭和61年4月5日（28歳）
②滋賀県　③大津市立日吉中
学校（滋賀県）→私立比叡山高
校（滋賀県）→日本大学　④日
本ユニシス㈱　⑤177cm
⑥80kg

選手
遠藤　大由
（えんどう　ひろゆき）　男
①昭和61年12月16日（27歳）
②埼玉県　③鳩ヶ谷市立里中
学校（埼玉県）→私立小松原高
校（埼玉県）→日本体育大学
④日本ユニシス㈱
⑤171cm　⑥70kg
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選手
園田　啓悟
（そのだ　けいご）　男
①平成2年2月20日（24歳）
②熊本県　③八代市立第三中
学校（熊本県）→県立八代東高
校（熊本県）　④トナミ運輸㈱
⑤169cm　⑥68kg

選手
嘉村　健士
（かむら　たけし）　男
①平成2年2月14日（24歳）
②佐賀県　③唐津市立第一中
学校（佐賀県）→県立八代東高
校（熊本県）→早稲田大学
④トナミ運輸㈱　⑤169cm
⑥67kg

選手
平田　典靖
（ひらた　のりやす）　男
①昭和58年11月17日（30歳）
②富山県　③利賀村立利賀中
学校（富山県）→県立高岡工芸
高校（富山県）→日本体育大学
④トナミ運輸㈱　
⑤180cm　⑥77kg

選手
橋本　博且
（はしもと　ひろかつ）　男
①昭和60年12月18日（28歳）
②熊本県　③熊本市立三和中
学校（熊本県）→県立八代東高
校（熊本県）→日本体育大学　
④トナミ運輸㈱　⑤178cm
⑥75kg

選手
髙橋　沙也加
（たかはし　さやか）　女
①平成4年7月29日（22歳）
②奈良県　③富山市立和合中
学校（富山県）→県立高岡西高
校（富山県）　④日本ユニシス
㈱　⑤169cm　⑥60kg

選手
山口　茜
（やまぐち　あかね）　女
①平成9年6月6日（17歳）
②福井県　③勝山市立勝山南
部中学校（福井県）→県立勝山
高校（福井県）（2年）　④福井
県立勝山高校　⑤156cm
⑥55kg

選手
三谷　美菜津
（みたに　みなつ）　女
①平成3年9月4日（23歳）
②石川県　③白山市立美川中
学校（石川県）→県立金沢向陽
高校（石川県）　④東日本電信
電話㈱　⑤161cm　⑥54kg

選手
橋本　由衣
（はしもと　ゆい）　女
①平成2年5月14日（24歳）
②岩手県　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）　④東日本電信
電話㈱　⑤163cm　⑥58kg

選手
髙橋　礼華
（たかはし　あやか）　女
①平成2年4月19日（24歳）
②奈良県　③私立聖ウルスラ
学院英智中学校（宮城県）→
私立聖ウルスラ学院英智高校
（宮城県）　④日本ユニシス㈱
⑤164cm　⑥58kg

選手
松友　美佐紀
（まつとも　みさき）　女
①平成4年2月8日（22歳）
②徳島県　③徳島市立徳島中
学校（徳島県）→私立聖ウルス
ラ学院英智高校（宮城県）
④日本ユニシス㈱　⑤159cm
⑥51kg

選手
前田　美順
（まえだ　みゆき）　女
①昭和60年10月14日（28歳）
②鹿児島県　③霧島市立国分
中学校（鹿児島県）→私立熊本
中央高校（熊本県）　④ルネサ
ス セミコンダクタマニュファ
クチュアリング㈱
⑤169cm　⑥61kg

選手
垣岩　令佳
（かきいわ　れいか）　女
①平成元年7月19日（25歳）
②熊本県　③大津市立日吉中
学校（滋賀県）→私立青森山田
高校（青森県）　④ルネサス セ
ミコンダクタマニュファクチ
ュアリング㈱　⑤167cm
⑥64kg
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Badminton
バドミントン

選手
松尾　静香
（まつお　しずか）　女
①昭和61年11月24日（27歳）
②大阪府　③大阪市立瓜破西
中学校（大阪府）→私立此花学
院高校（大阪府）　④東日本電
信電話㈱　⑤157cm
⑥54kg

選手
内藤　真実
（ないとう　まみ）　女
①昭和61年12月25日（27歳）
②福島県　③相模原市立串川
中学校（神奈川県）→県立元石
川高校（神奈川県）→日本体育
大学　④ヨネックス㈱
⑤172cm　⑥67kg
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射撃／ライフル射撃 男子選手 女子選手 役  員 合  計

7名 6名 4名 17名

監督
溝部　政司
（みぞべ　まさし）　男
①昭和26年2月26日（63歳）
②福岡県　③県立嘉穂高校
（福岡県）→早稲田大学
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦ナショナルコーチ
⑧ライフル射撃コーチ

コーチ
ドゥシャノフ エミール
男
①昭和37年4月9日（52歳）
②ブルガリア歳歳　③Mas-ブルガリア歳歳　③Mas-③Mas-
ter degree in psycology 
of sports National Sports 
Academy,SOFIA　④（公社）
日本ライフル射撃協会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）、
JOC-NCA修了

コーチ
ファーニック トーマス
男
①昭和42年1月6日（47歳）
②オーストリア　③Aiden 
Berger Strasse Gymnasium
④（公社）日本ライフル射撃協
会　⑦専任コーチングディレ
クター（トップアスリート担
当）、JOC-NCA修了

コーチ
佐々木　廣郎
（ささき　こうろう）　男
①昭和25年2月11日（64歳）
②岩手県　③私立龍澤高校
（岩手県）　④（公財）日本オリ
ンピック委員会　⑦アシスタ
ントナショナルコーチ、JOC-
NCA修了

選手
山下　敏和
（やました　としかず）　男
①昭和52年2月21日（37歳）
②徳島県　③徳島県立小松島
中学校（徳島県）→県立小松島
高校（徳島県）→中央大学
④自衛隊体育学校　
⑤170cm　⑥70kg

選手
谷島　緑
（やじま　みどり）　男
①昭和54年4月17日（35歳）
②茨城県　③茨城県立協和中
学校（茨城県）→県立真壁高校
（茨城県）　④自衛隊体育学校
⑤170cm　⑥77kg

選手
松本　崇志
（まつもと　たかゆき）　男
①昭和59年1月10日（30歳）
②長崎県　③島原市立三会中
学校（長崎県）→県立島原工業
高校（長崎県）→日本大学
④自衛隊体育学校　
⑤167cm　⑥66kg

選手
中重　勝
（なかしげ　まさる）　男
①昭和38年9月28日（50歳）
②広島県　③三次市立川地中
学校（広島県）→県立三次高校
（広島県）　④広島県警察本部
⑤176cm　⑥71kg

選手
秋山　輝吉
（あきやま　てるよし）　男
①昭和46年12月25日（42歳）
②宮城県　③栗駒町立栗駒中
学校（宮城県）→県立岩ケ崎高
校（宮城県）　④宮城県警察本
部　⑤167cm　⑥66kg

選手
松田　知幸
（まつだ　ともゆき）　男
①昭和50年12月12日（38歳）
②神奈川県　③横浜市立汲沢
中学校（神奈川県）→私立横浜
商科大学高校（神奈川県）
④神奈川県警察本部　
⑤174cm　⑥70kg

選手
堀水　宏次郎
（ほりみず　こうじろう）　男
①昭和57年1月1日（32歳）
②香川県　③善通寺市立東中
学校（香川県）→県立多度津工
業高校（香川県）　④香川県警
察本部　⑤170cm　⑥65kg

選手
岩田　聖子
（いわた　せいこ）　女
①昭和56年3月3日（33歳）
②青森県　③仙台市立南光台
中学校（宮城県）→私立仙台育
英学園高校（宮城県）→東洋大
学　④㈱日立システムズ
⑤163cm　⑥55kg
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射撃／ライフル射撃

選手
松本　真希
（まつもと　まき）　女
①昭和59年12月16日（29歳）
②埼玉県　③伊奈町立伊奈中
学校（埼玉県）→私立国際学院
高校（埼玉県）→日本大学
④㈱日立システムズ　
⑤161cm　⑥52kg

選手
礒部　結花
（いそべ　ゆか）　女
①昭和62年8月14日（27歳）
②滋賀県　③水口中学校（滋
賀県）→県立水口高校（滋賀
県）→中央大学　④堀場製作
所　⑤163cm　⑥52kg

選手
稲田　容子
（いなだ　ようこ）　女
①昭和44年9月6日（45歳）
②福岡県　③向陵中学校（北
海道）→道立札幌手稲高校（北
海道）→昭和女子短期大学　
④YOKO・INADAスポーツ射
撃クラブ　⑤158cm　
⑥42kg

選手
小西　ゆかり
（こにし　ゆかり）　女
①昭和54年1月11日（35歳）
②北海道　③八雲町立八雲中
学校（北海道）→道立八雲高校
（北海道）　④飛鳥交通㈱
⑤162cm　⑥50kg

選手
佐藤　絹子
（さとう　きぬこ）　女
①昭和56年5月20日（33歳）
②福島県　③鹿島町立鹿島中
学校（福島県）→県立原町高校
（福島県）　④警視庁
⑤154cm　⑥47kg
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Shooting-Clay
射撃／クレー射撃 男子選手 女子選手 役  員 合  計

1名 4名 1名 6名

監督
渡辺　幹也
（わたなべ　みきや）　男
①昭和14年7月31日（75歳）
②静岡県　③県立島田高校
（静岡県）→東京医科歯科大学
④渡辺歯科医院　⑦ JOC -
NCA修了

選手
大山　重隆
（おおやま　しげたか）　男
①昭和56年8月25日（33歳）
②埼玉県　③戸田市立新曽中
学校（埼玉県）→私立東北高校
（宮城県）→東北福祉大学
④大山商事㈲

選手
中山　由起枝
（なかやま　ゆきえ）　女
①昭和54年3月7日（35歳）
②茨城県　③結城市立結城中
学校（茨城県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）　④日立建機㈱

選手
井上　恵
（いのうえ　めぐみ）　女
①昭和48年4月27日（41歳）
②神奈川県　③相模原市立上
溝南中学校（神奈川県）→私立
東海大学付属相模高校（神奈
川県）→武蔵野音楽大学
④㈱ナスタジャパン

選手
服部　慶子
（はっとり　けいこ）　女
①昭和53年11月18日（35歳）
②大阪府　③大阪市立玉出中
学校（大阪府）→私立四天王寺
高校（大阪府）　④日立建機㈱

選手
石原　奈央子
（いしはら　なおこ）　女
①昭和49年10月22日（39歳）
②東京都　③私立順心女子学
園中等部（東京都）→私立順
心女子学園高等部（東京都）
→昭和女子大学/國學院大學/
Anglia University　④宗教法
人古峯神社
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Modern Pentathlon
近代五種 男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 2名 10名

監督
宮ヶ原　浩
（みやがはら　ひろし）　男
①昭和39年8月29日（50歳）
②鹿児島県　③県立鹿屋農業
高校（鹿児島県）　④自衛隊体
育学校　⑧スポーツプログラ
マー

コーチ
石川　和也
（いしかわ　かずや）　男
①昭和47年7月11日（42歳）
②静岡県　③静岡市立大里中
学校（静岡県）→私立沼津学園
飛龍高校（静岡県）　④自衛隊
体育学校　⑤166cm
⑥63kg　⑧スポーツプログ
ラマー

選手
岩元　勝平
（いわもと　しょうへい）　男
①平成元年8月23日（25歳）
②佐賀県　③鹿児島市鴨池中
学校（鹿児島県）→私立鹿児島
実業高校（鹿児島県）　④自衛
隊体育学校　⑤178cm
⑥68kg

選手
三口　智也
（みぐち　ともや）　男
①昭和61年4月26日（28歳）
②和歌山県　③紀ノ川市立貴
志川中学校（和歌山県）→県立
和歌山北高校（和歌山県）
④自衛隊体育学校　⑤180cm
⑥66kg

選手
大久保　譲
（おおくぼ　ゆずる）　男
①昭和59年9月8日（30歳）
②神奈川県　③江戸川区立上
一色中学校（東京都）→私立千
葉商科大学付属高校（千葉県）
→立教大学　④警視庁
⑤177cm　⑥72kg

選手
藤井　真也
（ふじい　しんや）　男
①昭和61年12月26日（27歳）
②香川県　③県立琴平中学校
（香川県）→県立多度津高校
（香川県）　④自衛隊体育学校
⑤171cm　⑥64kg

選手
山中　詩乃
（やまなか　しの）　女
①平成2年8月3日（24歳）
②高知県　③高知市立城北中
学校（高知県）→県立山田高校
（高知県）　④自衛隊体育学校
⑤158cm　⑥43kg

選手
島津　玲奈
（しまづ　れな）　女
①平成3年5月28日（23歳）
②熊本県　③私立ルーテル学
院中学校（熊本県）→私立ルー
テル学院高校（熊本県）　④自
衛隊体育学校　⑤161cm
⑥51kg

選手
伊谷　温子
（いたに　あつこ）　女
①昭和63年7月4日（26歳）
②奈良県　③五條市立五条西
中学校（奈良県）→私立天理高
校（奈良県）→天理大学　④自
衛隊体育学校　⑤167cm
⑥60kg

選手
黒須　成美
（くろす　なるみ）　女
①平成3年10月22日（22歳）
②茨城県　③下妻市立下妻中
学校（茨城県）→私立つくば秀
英高校（茨城県）　④東海東京
フィナンシャル・ホールディ
ングス　⑤160cm　⑥50kg
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Rugby Football (Men)
ラグビーフットボール【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 12名 7名 31名

監督
瀬川　智広
（せがわ　ともひろ）　男
①昭和45年10月21日（43歳）
②兵庫県　③県立明石西高校
（兵庫県）→大阪体育大学
④（公財）日本ラグビーフット
ボール協会

トレーナー
辰見　康剛
（たつみ　やすたか）　男
①昭和56年7月17日（33歳）
②大阪府　③私立北陽高校
（大阪府）→大阪体育大学大学
院　④九州共立大学　⑧アス
レティックトレーナー

総務
飯島　康弘
（いいじま　やすひろ）　男
①昭和51年3月15日（38歳）
②東京都　③都立江北高校
（東京都）→南山大学→マッコ
ーリー大学大学院　④（公財）
日本ラグビーフットボール協
会

ドクター
田崎　篤
（たさき　あつし）　男
①昭和46年5月15日（43歳）
②東京都　③私立麻布高校
（東京都）→日本医科大学
④聖路加国際病院　⑧スポー
ツドクター

選手
桑水流　裕策
（くわずる　ゆうさく）　男
①昭和60年10月23日（28歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立武
中学校（鹿児島県）→県立鹿児
島工業高校（鹿児島県）→福岡
大学　④コカ･コーラウエス
ト販売機器サービス㈱
⑤188cm　⑥94kg

選手
レメキ　ロマノ
男
①平成元年1月20日（25歳）
②ニュージーランド
③LISTON COLLEGE→ランコ
ーン高校　④ホンダヒート
⑤177cm　⑥93kg

選手
羽野　一志
（はの　かずし）　男
①平成3年6月21日（23歳）
②愛知県　③名古屋市立御田
中学校（愛知県）→名古屋市立
西陵高校（愛知県）→中央大学
④NTTコミュニケーションズ
⑤184cm　⑥84kg

選手
リーチ　マイケル
男
①昭和63年10月7日（25歳）
②ニュージーランド　③プル
ック中学校（クライストチャ
ーチ）→私立札幌山の手高校
（北海道）→東海大学　④㈱東
芝府中事業所　⑤189cm
⑥99kg

選手
細田　佳也
（ほそだ　よしや）　男
①昭和62年8月5日（27歳）
②長野県　③飯田市立高陵中
学校（長野県）→県立飯田高校
（長野県）→日本大学
④日本電気㈱　⑤192cm
⑥104kg

選手
彦坂　匡克
（ひこさか　まさかつ）　男
①平成3年1月18日（23歳）
②愛知県　③豊橋市立牟呂中
学校（愛知県）→私立春日丘高
校（愛知県）→筑波大学　④ト
ヨタ自動車㈱　⑤177cm
⑥90kg

選手
橋野　皓介
（はしの　こうすけ）　男
①昭和62年11月20日（26歳）
②大阪府　③枚方市立第三中
学校（大阪府）→私立大阪工業
大学高校（大阪府）→同志社大
学　④キヤノン㈱
⑤176cm　⑥83kg

選手
豊島　翔平
（とよしま　しょうへい）　男
①平成元年1月9日（25歳）
②東京都　③中野区立北中野
中学校（東京都）→私立東海大
学相模高校（神奈川県）→東海
大学　④㈱東芝府中事業所
⑤175cm　⑥87kg
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Rugby Football (Men)
ラグビーフットボール【男子】

選手
坂井　克行
（さかい　かつゆき）　男
①昭和63年9月7日（26歳）
②三重県　③四日市市立西陵
中学校（三重県）→県立四日市
農芸高校（三重県）→早稲田大
学　④豊田自動織機㈱
⑤172cm　⑥88kg

選手
ラトゥイラ　レプハ
男
①昭和60年1月19日（29歳）
②トンガ　③トンガカレッジ
アテレ中学→トンガカレッジ
高校→大東文化大学　④近畿
日本鉄道㈱　⑤189cm　
⑥109kg

選手
山下　楽平
（やました　らくへい）　男
①平成4年1月30日（22歳）
②京都府　③私立啓光学園中
学校（大阪府）→私立常翔啓光
学園高校（大阪府）→京都産業
大学　④㈱神戸製鋼所　
⑤175cm　⑥83kg

選手
渡邊　昌紀
（わたなべ　まさき）　男
①平成元年9月7日（25歳）
②山梨県　③富士河口湖町立
河口湖南中学校（山梨県）→県
立桂高校（山梨県）→関東学院
大学　④㈱リコー
⑤175cm　⑥81kg
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男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 12名 7名 31名Rugby Football (Women)
ラグビーフットボール【女子】

監督
浅見　敬子
（あさみ　けいこ）　女
①昭和52年3月4日（37歳）
②東京都　③都立富士森高校
（東京都）→日本体育大学　④
（公財）日本ラグビーフットボ
ール協会　⑦専任コーチング
ディレクター（トップアスリ
ート担当）、JOC-NCA修了
⑧ラグビーフットボールコー
チ

トレーナー
平井　晴子
（ひらい　はるこ）　女
①昭和56年8月17日（33歳）
②大阪府　③私立立命館宇治
高校（京都府）→サンディエゴ
州立大学　④（公財）日本ラグ
ビーフットボール協会　⑦専
任メディカルスタッフ（トレ
ーナー）

総務
香川　あかね
（かがわ　あかね）　女
①昭和49年2月23日（40歳）
②東京都　③都立武蔵高校
（東京都）→早稲田大学
④（公財）日本ラグビーフット
ボール協会　⑧アシスタント
マネージャー、スポーツリー
ダー

選手
加藤　慶子
（かとう　けいこ）　女
①昭和63年8月7日（26歳）
②大阪府　③大阪市立文の里
中学校（大阪府）→私立大阪工
業大学高校（現　常翔学園高
校）（大阪府）→法政大学
④三菱重工業㈱／世田谷レデ
ィース　⑤163cm　⑥60kg

選手
小出　深冬
（こいで　みふゆ）　女
①平成7年12月21日（18歳）
②神奈川県　③横浜市立小田
中学校（神奈川県）→横浜市
立金沢高校（神奈川県）→東
京学芸大学（1年）　④東京学
芸大学／ARUKASU QUEEN 
UMAGAYA　⑤165cm　
⑥57kg

選手
中村　知春
（なかむら　ちはる）　女
①昭和63年4月25日（26歳）
②神奈川県　③川崎市立塚越
中学校（神奈川県）→県立神奈
川総合高校（神奈川県）→法政
大学　④㈱電通東日本／東京
フェニックスＲＣ　
⑤163cm　⑥64kg

選手
竹内　亜弥
（たけうち　あや）　女
①昭和61年8月5日（28歳）
②岐阜県　③私立滝中学校
（愛知県）→私立滝高校（愛
知県）→京都大学　④㈱新
潮社／ARUKAS QUEEN　
KUMAGAYA　⑤167cm　
⑥68kg

選手
兼松　由香
（かねまつ　ゆか）　女
①昭和57年6月17日（32歳）
②愛知県　③一宮市立今伊勢
中学校（愛知県）→私立愛知
淑徳高校（愛知県）→愛知教
育大学　④名古屋レディース
⑤159cm　⑥58kg

選手
桑井　亜乃
（くわい　あの）　女
①平成元年10月20日（24歳）
②北海道　③幕別町立幕別中
学校（北海道）→道立帯広農
業高校（北海道）→中京大学
　④立正大学ラグビー部／
ARUKAS QUEEN
KUMAGAYA　⑤172cm
⑥68kg

選手
谷口　令子
（たにぐち　のりこ）　女
①平成4年9月7日（22歳）
②神奈川県　③北鎌倉女子
学園中学校（神奈川県）→私
立北鎌倉女子学園高校（神
奈川県）→東京学芸大学（4
年）　④東京学芸大学ラグ
ビー部／ARUKAS QUEEN 
KUMAGAYA　⑤166cm　
⑥64kg

選手
山田　怜
（やまだ　れい）　女
①平成5年7月26日（21歳）
②秋田県　③秋田大学教育文
化学部附属中学校（秋田県）→
私立秋田和洋女子高校（秋田
県）　④医療法人横浜柏堤会
戸塚共立第1病院／TKM
⑤169cm　⑥62kg

選手
山口　真理恵
（やまぐち　まりえ）　女
①平成元年10月22日（24歳）
②神奈川県　③横浜市立寛
政中学校（神奈川県）→県立
立野高校（神奈川県）→NIC 
International College in 
Japan / Australisian College 
of Natural Therapies 　
④Rugirl-７　⑤159cm　
⑥57kg
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ラグビーフットボール【女子】
Rugby Football (Women)

選手
鈴木　陽子
（すずき　ようこ）　女
①平成5年6月23日（21歳）
②神奈川県　③横浜市立寛政
中学校（神奈川県）→横浜市
立東高校（神奈川県）→立正
大学（3年）　④立正大学ラグ
ビー部／ARUKAS QUEEN　
KUMAGAYA　⑤150cm　
⑥50kg

選手
横尾　千里
（よこお　ちさと）　女
①平成4年5月22日（22歳）
②東京都　③私立国学院大学
久我山中学校（東京都）→私立
国学院大学久我山高校（東京
都）→早稲田大学（4年）　④東
京フェニックスＲＣ　
⑤164cm　⑥60kg

選手
冨田　真紀子
（とみた　まきこ）　女
①平成3年8月2日（23歳）
②千葉県　③跡見学園中学校
（東京都）→跡見学園高校（東
京都）→早稲田大学　④㈱フ
ジテレビジョン／世田谷レデ
ィース　⑤170cm　⑥67kg
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Canoe
カヌー 男子選手 女子選手 役  員 合  計

13名 6名 6名 25名

チームリーダー
塩澤　寛治
（しおざわ　かんじ）　男
①昭和35年5月26日（54歳）
②山梨県　③県立巨摩高校
（山梨県）→山梨大学　④山梨
県立富士河口湖高校　
⑧カヌーコーチ

監督
松代　尚也
（まつしろ　なおや）　男
①昭和40年4月16日（49歳）
②愛知県　③県立岡崎高校
（愛知県）→大正大学　④（公
財）日本オリンピック委員会
⑦アシスタントナショナルコ
ーチ、JOC-NCA修了

コーチ
尾野藤　直樹
（おのとう　なおき）　男
①昭和53年10月2日（35歳）
②愛知県　③私立杜若高校
（愛知県）→大正大学　④（公
財）日本オリンピック委員会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）、
JOC-NCA修了　⑧カヌーコ
ーチ

監督
クバン　ミラン
男
①昭和51年10月19日（37歳）
②スロバキア　③s t redna 
skola→コメニウス大学→コ
メニウス大学大学院　④（公
財）日本オリンピック委員会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）、
JOC-NCA修了

コーチ
矢澤　勝美
（やざわ　かつみ）　男
①昭和35年11月17日（53歳）
②長野県　③私立天竜光洋高
校（現　松川高校）（長野県）
④長野県南信教育事務所　
⑦JOC-NCA修了　⑧カヌー
指導員

コーチ
木立　彰
（きだち　あきら）　男
①昭和44年9月24日（44歳）
②青森県　③県立弘前工業高
校（青森県）→中央大学　④豊
産管理㈱県営スケート場管理
事務所　⑧カヌー上級コーチ

選手
鈴木　康大
（すずき　やすひろ）　男
①昭和60年10月6日（28歳）
②千葉県　③香取市立小見川
中学校（千葉県）→県立銚子商
業高校（千葉県）→立命館大学
④㈱久野製作所
⑤180cm　⑥82kg

選手
松下　桃太郎
（まつした　ももたろう）　男
①昭和63年3月3日（26歳）
②石川県　③小松市立松東中
学校（石川県）→県立小松商業
高校（石川県）→日本ウェルネ
ススポーツ大学（2年）　④石
川県カヌー協会　⑤168cm
⑥80kg

選手
藤嶋　大規
（ふじしま　ひろき）　男
①昭和63年5月23日（26歳）
②山梨県　③上九一色村立上
九一色中学校（山梨県）→県立
富士河口湖高校（山梨県）→立
命館大学　④富士河口湖町役
場　⑤178cm　⑥82kg

選手
水本　圭治
（みずもと　けいじ）　男
①昭和63年4月7日（26歳）
②岩手県　③矢巾町立矢巾中
学校（岩手県）→県立不来方高
校（岩手県）→大正大学　④長
崎県立西陵高校　⑤176cm
⑥83kg

選手
近村　健太
（ちかむら　けんた）　男
①平成4年2月23日（22歳）
②岩手県　③盛岡市立上田中
学校（岩手県）→県立不来方高
校（岩手県）→立命館大学
④盛岡市役所　⑤180cm
⑥79kg

選手
小松　正治
（こまつ　せいじ）　男
①平成4年1月29日（22歳）
②宮城県　③加美町立中新田
中学校（宮城県）→県立中新田
高校（宮城県）　④愛媛県国体
競技力向上対策本部
⑤176cm　⑥82kg
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選手
阪本　直也
（さかもと　なおや）　男
①昭和63年6月29日（26歳）
②和歌山県　③田辺市立上秋
津中学校（和歌山県）→県立神
島高校（和歌山県）→日本体育
大学　④和歌山県教育委員会
⑤178cm　⑥81kg

選手
小梶　孝行
（こかじ　たかゆき）　男
①昭和61年11月15日（27歳）
②滋賀県　③東近江市立聖徳
中学校（滋賀県）→県立八日市
南高校（滋賀県）→立命館大学
④㈱たねや　⑤171cm
⑥76kg

選手
長井　海斗
（ながい　かいと）　男
①平成元年12月15日（24歳）
②大分県　③挾間町立挾間中
学校（大分県）→私立後藤学園
楊志館高校（大分県）→大正大
学　④㈱ハイデイ日高
⑤177cm　⑥89kg

選手
足立　和也
（あだち　かずや）　男
①平成2年10月23日（23歳）
②神奈川県　③相模原市立鵜
野森中学校（神奈川県）→私立
八王子高校（東京都）　④㈱シ
ーパーツ　⑤175cm
⑥70kg

選手
吉田　拓
（よしだ　たく）　男
①昭和63年9月15日（26歳）
②京都府　③木津町立木津第
二中学校（京都府）→府立木津
高校（京都府）→駿河台大学　
④京都府カヌー協会
⑤167cm　⑥65kg

選手
羽根田　卓也
（はねだ　たくや）　男
①昭和62年7月17日（27歳）
②愛知県　③豊田市立朝日丘
中学校（愛知県）→私立名鉄学
園杜若高校（愛知県）→コメニ
ウス大学→コメニウス大学大
学院（2年）　④ミキハウス　
⑤175cm　⑥68kg

選手
谷口　和也
（たにぐち　かずや）　男
①昭和61年12月29日（27歳）
②徳島県　③鷲敷町立鷲敷中
学校（徳島県）→県立那賀高校
（徳島県）→早稲田大学
④東京都立青梅総合高校
⑤170cm　⑥64kg

選手
柿崎　史穂
（かきざき　しほ）　女
①昭和61年7月22日（28歳）
②群馬県　③沼田市立沼田東
中学校（群馬県）→私立高崎健
康福祉大学高崎高校（群馬県）
→東京女子体育大学　④群馬
県カヌー協会　⑤167cm
⑥63kg

選手
大村　朱澄
（おおむら　あすみ）　女
①平成元年11月11日（24歳）
②静岡県　③本川根町立本川
根中学校（静岡県）→県立川根
高校（静岡県）→早稲田大学（5
年）　④早稲田大学
⑤168cm　⑥62kg

選手
松本　美咲
（まつもと　みさき）　女
①平成3年3月22日（23歳）
②京都府　③京丹後私立網野
中学校（京都府）→府立久美浜
高校（京都府）→大正大学
④㈱ハイデイ日高　
⑤168cm　⑥66kg

選手
多田羅　英花
（たたら　ひでか）　女
①平成4年9月2日（22歳）
②香川県　③坂出市立白峰中
学校（香川県）→県立高瀬高校
（香川県）→武庫川女子大学（4
年）　④武庫川女子大学　
⑤158cm　⑥54kg

選手
伊藤　由佳
（いとう　よしか）　女
①昭和59年11月18日（29歳）
②広島県　③大分市立明野中
学校（大分県）→県立大分舞鶴
高校（大分県）→大分大学
④㈱松源　⑤154cm　
⑥52kg
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選手
矢澤　亜季
（やざわ　あき）　女
①平成3年11月5日（22歳）
②長野県　③飯田市立飯田西
中学校（長野県）→私立東野高
校（埼玉県）→駿河台大学
④長野県カヌー協会
⑤156cm　⑥52kg

98 The 17th Asian Games Incheon 2014



ア
ー
チ
ェ
リ
ー

Archery
アーチェリー 男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 5名 3名 12名

チームリーダー
新海　輝夫
（しんかい　てるお）　男
①昭和31年10月27日（57歳）
②愛知県　③県立東郷高校
（愛知県）→日本体育大学
④愛知産業大学　⑦専任コー
チングディレクター（トップ
アスリート担当）、JOC-NCA
修了　⑧アーチェリーコーチ

コーチ
松木　裕二
（まつき　ゆうじ）　男
①昭和43年11月6日（45歳）
②広島県　③私立広島電機大
学附属高校（広島県）→広島電
機大学　④㈱エディオン
⑦JOC-NCA修了　⑧アーチ
ェリーコーチ

コーチ
田中　伸周
（たなか　のぶかね）　男
①昭和40年10月12日（48歳）
②佐賀県　③県立佐賀北高校
（佐賀県）→日本体育大学　
④佐賀県立盲学校　⑦専任コ
ーチングディレクター（ジュ
ニアアスリート担当）、JOC-
NCA修了　⑧アーチェリーコ
ーチ

選手
古川　高晴
（ふるかわ　たかはる）　男
①昭和59年8月9日（30歳）
②青森県　③青森市立沖館中
学校（青森県）→県立青森東高
校（青森県）→近畿大学　④近
畿大学生物理工学部　
⑤174cm　⑥88kg

選手
菊地　栄樹
（きくち　ひでき）　男
①昭和61年1月27日（28歳）
②広島県　③府中町立府中中
学校（広島県）→県立広島工業
高校（広島県）→近畿大学
④㈱エディオン　⑤181cm
⑥80kg

選手
大田　昌平
（おおた　しょうへい）　男
①平成3年9月22日（22歳）
②広島県　③府中町立府中中
学校（広島県）→県立広島工業
高校（広島県）→近畿大学
④㈱エディオン　⑤184cm
⑥86kg

選手
佐藤　博乙
（さとう　ひろくに）　男
①平成3年7月14日（23歳）
②中華人民共和国　③日本工
業大学駒場中学校（東京都）
→私立日本工業大学駒場高校
（東京都）→日本体育大学
④日本体育大学任期制教員
⑤174cm　⑥70kg

選手
早川　漣
（はやかわ　れん）　女
①昭和62年8月24日（27歳）
②大韓民国　③松光中学校
（韓国）→全北体育高校（韓国）
→日本体育大学　④長崎国際
大学　⑤179cm　⑥66kg

選手
林　勇気
（はやし　ゆうき）　女
①昭和59年10月2日（29歳）
②大阪府　③松蔭女子学院松
蔭中学校（兵庫県）→私立松蔭
女子学院松蔭高校（兵庫県）→
同志社大学　④㈱堀場製作所
⑤163cm　⑥66kg

選手／旗手
川中　香緖里
（かわなか　かおり）　女
①平成3年8月3日（23歳）
②鳥取県　③琴浦町立赤碕中
学校（鳥取県）→県立米子南高
校（鳥取県）→近畿大学　④三
起商行㈱　⑤159cm　
⑥51kg

選手
加藤　綾乃
（かとう　あやの）　女
①平成5年2月26日（21歳）
②福岡県　③別府市立北部中
学校（大分県）→私立平松学園
大分東明高校（大分県）→近畿
大学（4年）　④近畿大学
⑤159cm　⑥60kg

選手
本多　由美子
（ほんだ　ゆみこ）　女
①昭和34年9月28日（54歳）
②北海道　③旭川市立明星中
学校（北海道）→道立旭川西高
校（北海道）　④　⑤160cm
⑥53kg
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Karate
空手道 男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 3名 12名

監督
香川　政夫
（かがわ　まさお）　男
①昭和30年6月8日（59歳）
②大阪府　③大阪市立東第2
商業高校（大阪府）→帝京大学
④NPO法人日本空手松涛連盟
⑧空手道指導員

コーチ
林　晃
（はやし　こう）　男
①昭和36年3月21日（53歳）
②新潟県　③私立新潟明訓高
校（新潟県）→東京農業大学
④新潟市役所　⑧空手道上級
コーチ

コーチ
新井　彩可
（あらい　あやか）　女
①昭和60年9月22日（28歳）
②群馬県　③私立高崎商科大
学附属高校（群馬県）→大正大
学　④学校法人大正大学
⑧空手道上級コーチ

選手
篠原　浩人
（しのはら　ひろと）　男
①平成元年6月2日（25歳）
②大阪府　③大阪市立歌島中
学校（大阪府）→私立浪速学院
浪速高校（大阪府）→近畿大学
④　⑤175cm　⑥67kg

選手
荒賀　龍太郎
（あらが　りゅうたろう）　男
①平成2年10月16日（23歳）
②京都府　③亀岡市立亀岡中
学校（京都府）→私立京都外大
西高校（京都府）→京都産業大
学　④荒賀道場　⑤184cm
⑥82kg

選手
香川　幸允
（かがわ　ひでよし）　男
①昭和62年8月14日（27歳）
②東京都　③八王子市立由木
中学校（東京都）→私立福島高
校（福島県）→帝京大学
④㈱テアトルアカデミー
⑤193cm　⑥110kg

選手
新馬場　一世
（しんばば　いっせい）　男
①平成元年5月28日（25歳）
②岐阜県　③尼崎市立常陽中
学校（兵庫県）→私立浪速高校
（大阪府）→京都産業大学
④西濃運輸㈱　⑤170cm
⑥70kg

選手
小林　実希
（こばやし　みき）　女
①平成元年11月4日（24歳）
②三重県　③四日市市立塩浜
中学校（三重県）→私立東大阪
大学敬愛高校（大阪府）→帝京
大学　④帝京大学
⑤155cm　⑥55kg

選手
染谷　香予
（そめや　かよ）　女
①平成3年5月14日（23歳）
②茨城県　③古河市立古河第
３中学校（茨城県）→私立花咲
徳栄高校（埼玉県）→帝京大学
④㈱テアトルアカデミー
⑤163cm　⑥64kg

選手
植草　歩
（うえくさ　あゆみ）　女
①平成4年7月25日（22歳）
②千葉県　③八街市立八街中
央中学校（千葉県）→私立柏日
体高校（千葉県）→帝京大学（4
年）　④帝京大学　
⑤166cm　⑥66kg

選手
清水　希容
（しみず　きよう）　女
①平成5年12月7日（20歳）
②大阪府　③大阪市立真住中
学校（大阪府）→私立東大阪大
学敬愛高校（大阪府）→関西大
学（3年）　④関西大学
⑤160cm　⑥56kg
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ボ
ウ
リ
ン
グ

Bowling
ボウリング 男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 6名 3名 15名

監督
佐藤　直亮
（さとう　なおすけ）　男
①昭和16年2月25日（73歳）
②岩手県　③県立一関第二高
校（岩手県）　④東京都ボウリ
ング連盟　⑧ボウリング上級
コーチ

コーチ
下地　一秀
（しもじ　かずひで）　男
①昭和35年10月2日（53歳）
②沖縄県　③私立熊本マリス
ト高等部（熊本県）→法政大学
④㈱琉球イノベーションサー
ビス

総務
荒井　義之
（あらい　よしゆき）　男
①昭和40年7月13日（49歳）
②東京都　③私立中央大学高
校（東京都）→中央大学
④（公財）全日本ボウリング協
会　⑧ボウリングコーチ

選手
政時　由尚
（まさとき　よしなお）　男
①昭和58年11月1日（30歳）
②福岡県　③北九州市立沖田
中学校（福岡県）→私立福岡第
一高校（福岡県）→第一経済大
学　④長崎県立諫早特別支援
学校　⑤173cm　⑥80kg

選手
佐々木　智之
（ささき　ともゆき）　男
①昭和61年7月18日（28歳）
②神奈川県　③横浜市立小田
中学校（神奈川県）→県立金沢
総合高校（神奈川県）→神奈川
大学　④㈱プリンスホテル
⑤177cm　⑥70kg

選手
吉田　大祐
（よしだ　だいすけ）　男
①平成3年9月5日（23歳）
②愛知県　③名古屋市立名塚
中学校（愛知県）→私立名古屋
工業高校（愛知県）　④高浜フ
ァミリーボウル　⑤172cm
⑥68kg

選手
髙橋　俊彦
（たかはし　としひこ）　男
①昭和58年9月5日（31歳）
②大阪府　③大阪市立友渕中
学校（大阪府）→私立大阪産業
大学付属高校（大阪府）
④（公財）岐阜県体育協会
⑤171cm　⑥60kg

選手
安里　秀策
（あさと　しゅうさく）　男
①平成3年7月2日（23歳）
②沖縄県　③北中城村立中城
中学校（沖縄県）→私立福岡第
一高校（福岡県）→朝日大学（5
年）　④朝日大学　
⑤165cm　⑥57kg

選手
和田　翔吾
（わだ　しょうご）　男
①平成元年10月28日（24歳）
②福岡県　③中間市立中間北
中学校（福岡県）→私立自由ケ
丘高校（福岡県）→九州共立大
学　④和歌山県教育庁
⑤172cm　⑥62kg

選手
石嶺　可奈子
（いしみね　かなこ）　女
①昭和56年1月16日（33歳）
②沖縄県　③名護市立大宮中
学校（沖縄県）→県立名護高校
（沖縄県）→京都産業大学
④学校法人SOLA沖縄学園
⑤155cm　⑥53kg

選手
松田　悠
（まつだ　はるか）　女
①昭和54年11月7日（34歳）
②北海道　③札幌市立南が丘
中学校（北海道）→私立札幌商
業高校（北海道）→札幌お茶の
水医療秘書歯科助手専門学校
④サッポロテイセンボウル
⑤153cm　⑥56kg

選手
向谷　美咲
（むこうたに　みさき）　女
①平成4年4月25日（22歳）
②神奈川県　③市川市立南行
徳中学校（千葉県）→私立千葉
明徳高校（千葉県）→流通経済
大学（4年）　④流通経済大学
⑤161cm　⑥57kg
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ボ
ウ
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ン
グ

Bowling
ボウリング

選手
手島　菜月
（てしま　なつき）　女
①昭和63年8月15日（26歳）
②山梨県　③竜王町立竜王北
中学校（山梨県）　④諫早パー
クレーン㈱　⑤163cm
⑥56kg

選手
竹川　ひかる
（たけかわ　ひかる）　女
①平成3年6月23日（23歳）
②岡山県　③総社市立総社東
中学校（岡山県）→県立倉敷工
業高校（岡山県）→朝日大学
④朝日大学村上記念病院
⑤161cm　⑥50kg

選手
岡本　美月
（おかもと　みつき）　女
①平成7年3月6日（19歳）
②福岡県　③福岡市立平尾中
学校（福岡県）→私立福岡第一
高校（福岡県）→日本経済大学
（2年）　④日本経済大学
⑤160cm　⑥51kg
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野
　
球

Baseball
野　球 男子選手 女子選手 役  員 合  計

24名 ー 7名 31名

監督
小島　啓民
（こじま　ひろたみ）　男
①昭和39年3月3日（50歳）
②東京都　③県立諫早高校
（長崎県）→早稲田大学　④三
菱重工（長崎県庁）　⑧スポー
ツリーダー

コーチ
西　正文
（にし　まさふみ）　男
①昭和35年11月25日（53歳）
②兵庫県　③県立尼崎小田高
校（兵庫県）　④㈱永和商事

コーチ
堀井　哲也
（ほりい　てつや）　男
①昭和37年1月31日（52歳）
②静岡県　③県立韮山高校
（静岡県）→慶應義塾大学
④JR東日本

コーチ
中島　彰一
（なかじま　しょういち）　男
①昭和41年7月1日（48歳）
②茨城県　③県立取手第二高
校（茨城県）→東洋大学　④新
日鐵住金㈱

総務
星野　和彦
（ほしの　かずひこ）　男
①昭和57年10月30日（31歳）
②東京都　③私立早稲田実業
学校（東京都）→早稲田大学
④美津濃㈱

トレーナー
丸山　哲
（まるやま　てつ）　男
①昭和50年6月21日（39歳）
②東京都　③都立東大和高校
（東京都）→東京経済大学
④㈱スポーツプログラムス
⑧アスレティックトレーナー

トレーナー
河瀬　智昭
（かわせ　ともあき）　男
①昭和60年2月13日（29歳）
②長野県　③県立土岐商業高
校（岐阜県）→中和医療専門学
校　④㈱カロ　⑧アスレティ
ックトレーナー

選手
多幡　雄一
（たばた　ゆういち）　男
①昭和57年7月20日（32歳）
②石川県　③七尾市立涛南中
学校（石川県）→私立星稜高校
（石川県）→立教大学
④Honda　⑤172cm
⑥80kg

選手
中野　滋樹
（なかの　しげき）　男
①昭和55年8月1日（34歳）
②大分県　③臼杵市立豊洋中
学校（大分県）→私立柳ヶ浦高
校（大分県）→東洋大学　④JR
九州　⑤177cm　⑥85kg

選手
藤島　琢哉
（ふじしま　たくや）　男
①昭和58年1月2日（31歳）
②宮崎県　③延岡市立南中学
校（宮崎県）→県立延岡工業高
校（宮崎県）→九州東海大学
④JR九州　⑤177cm
⑥80kg

選手
井口　拓皓
（いぐち　たくあき）　男
①平成3年1月16日（23歳）
②埼玉県　③入間市立藤沢中
学校（埼玉県）→川越市立川越
高校（埼玉県）→駒澤大学
④日本通運　⑤175cm
⑥74kg

選手
関谷　亮太
（せきや　りょうた）　男
①平成3年5月10日（23歳）
②神奈川県　③日本大学第三
中学（東京都）→日本大学第三
高校（東京都）→明治大学
④JR東日本　⑤180cm　
⑥82kg
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野
　
球

Baseball
野　球

選手
石岡　諒太
（いしおか　りょうた）　男
①平成4年5月25日（22歳）
②兵庫県　③神戸市立広陵中
学校（兵庫県）→私立神戸国際
大学附属高校（兵庫県）　④JR
東日本　⑤187cm　⑥85kg

選手
西野　真弘
（にしの　まさひろ）　男
①平成2年8月2日（24歳）
②東京都　③江戸川区立南葛
西中学校（東京都）→私立東海
大浦安高校（千葉県）→国際武
道大学　④JR東日本
⑤166cm　⑥67kg

選手
松本　晃
（まつもと　あきら）　男
①昭和60年4月4日（29歳）
②大阪府　③大阪市立西淀中
学校（大阪府）→私立PL学園高
校（大阪府）→横浜商科大学
④JR東日本　⑤180cm
⑥85kg

選手
石川　駿
（いしかわ　しゅん）　男
①平成2年5月26日（24歳）
②滋賀県　③草津中学校（滋
賀県）→県立北大津高校（滋賀
県）→明治大学　④JX-ENEOS
⑤178cm　⑥81kg

選手
井領　雅貴
（いりょう　まさたか）　男
①平成元年11月4日（24歳）
②千葉県　③四街道市立四街
道北中学校（千葉県）→私立桐
蔭学園高校（神奈川県）
④JX-ENEOS　⑤175cm
⑥80kg

選手
上田　祐介
（うえだ　ゆうすけ）　男
①昭和58年11月20日（30歳）
②茨城県　③下妻市立下妻東
部中学校（茨城県）→私立常総
学院高校（茨城県）→日本大学
④NTT東日本　
⑤176cm　⑥81kg

選手
加藤　貴之
（かとう　たかゆき）　男
①平成4年6月3日（22歳）
②千葉県　③白浜中学校（千
葉県）→私立拓殖大学紅陵高
校（千葉県）　④新日鐵住金か
ずさマジック　⑤182cm
⑥82kg

選手
田中　健
（たなか　けん）　男
①平成元年11月1日（24歳）
②福岡県　③立石中学校（福
岡県）→私立筑陽学園高校（福
岡県）→日本大学（4年）　④新
日鐵住金かずさマジック
⑤170cm　⑥74kg

選手
今村　幸志郎
（いまむら　こうしろう）　男
①平成元年6月22日（25歳）
②熊本県　③熊本西原中学校
（熊本県）→県立熊本工業高校
（熊本県）→青山学院大学
④西部ガス　⑤170cm
⑥65kg

選手
遠藤　一星
（えんどう　いっせい）　男
①平成元年3月23日（25歳）
②東京都　③新宿中学校（東
京都）→私立駒場学園高校（東
京都）→中央大学　④東京ガ
ス　⑤182cm　⑥77kg

選手
倉本　寿彦
（くらもと　としひこ）　男
①平成3年1月7日（23歳）
②神奈川県　③茅ヶ崎市立萩
園中学校（神奈川県）→私立横
浜高校（神奈川県）→創価大学
④日本新薬　⑤180cm
⑥80kg

選手
伊東　亮大
（いとう　りょうた）　男
①平成元年7月27日（25歳）
②神奈川県　③大和市立上和
田中学校（神奈川県）→私立桐
光学園高校（神奈川県）→武蔵
大学　④日本製紙石巻工場
⑤194cm　⑥90kg
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野
　
球

Baseball
野　球

選手
林　稔幸
（はやし　としゆき）　男
①昭和54年12月21日（34歳）
②茨城県　③鹿嶋市立鹿島中
学校（茨城県）→土浦日本大学
中等教育学校（茨城県）→立正
大学　④富士重工業
⑤180cm　⑥90kg

選手
守安　玲緒
（もりやす　れお）　男
①昭和62年6月26日（27歳）
②大阪府　③大阪市立新北島
中学校（大阪府）→私立菊華高
校（愛知県）→富士大学　④三
菱重工神戸　⑤182cm
⑥80kg

選手
國本　剛志
（くにもと　たけし）　男
①昭和63年3月6日（26歳）
②広島県　③培遠中学校（広
島県）→近畿大学附属福山高
校（広島県）→近畿大学　④三
菱重工広島　⑤181cm
⑥92kg

選手
佐竹　功年
（さたけ　かつとし）　男
①昭和58年10月14日（30歳）
②香川県　③土庄町立土庄中
学校（香川県）→県立土庄高校
（香川県）→早稲田大学　
④トヨタ自動車　⑤169cm
⑥72kg

選手
福田　泰平
（ふくだ　たいへい）　男
①昭和62年8月8日（27歳）
②岡山県　③玉野市立荘内中
学校（岡山県）→県立玉野光南
高校（岡山県）→立命館大学　
④日本新薬　⑤175cm
⑥76kg

選手
横田　哲
（よこた　てつ）　男
①平成4年3月18日（22歳）
②埼玉県　③加治中学校（埼
玉県）→県立飯能南高校（埼玉
県）→上武大学　④セガサミ
ー　⑤171cm　⑥70kg

選手
幸松　司
（こうまつ　つかさ）　男
①昭和57年6月13日（32歳）
②長崎県　③伊万里市立山代
中学校（佐賀県）→私立伊万里
学園敬徳高校（佐賀県）→九州
産業大学　④JFE東日本
⑤172cm　⑥78kg
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武
術
太
極
拳

Wushu
武術太極拳 男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 3名 2名 8名

監督
谷川　大
（たにかわ　まさる）　男
①昭和35年12月24日（53歳）
②大阪府　③都立清瀬高校
（東京都）→二松学舎大学
④（公社）日本武術太極拳連盟

コーチ
前東　篤子
（まえひがし　あつこ）　女
①昭和29年11月11日（59歳）
②大阪府　③府立桃谷高校
（大阪府）→明治鍼灸柔道整復
専門学校　④NPO法人大阪府
武術太極拳連盟

選手
市来崎　大祐
（いちきざき　だいすけ）　男
①昭和62年2月25日（27歳）
②大阪府　③大阪市立平野中
学校（大阪府）→府立松原高校
（大阪府）→大阪体育大学
④㈱スポーツカンパニー
⑤168cm　⑥62kg

選手
中田　光紀
（なかた　こうき）　男
①昭和59年6月25日（30歳）
②大阪府　③茨木市立養精中
学校（大阪府）→府立福井高校
（大阪府）→追手門学院大学　
④西新井聖華保育園
⑤168cm　⑥69kg

選手
関屋　賢大
（せきや　よしひろ）　男
①昭和63年4月26日（26歳）
②大阪府　③箕面市立第4中
学校（大阪府）→府立箕面東高
校（大阪府）→大阪国際大学
④NPO法人大阪太極拳協会
⑤167cm　⑥58kg

選手
山口　啓子
（やまぐち　けいこ）　女
①平成2年9月12日（24歳）
②大阪府　③茨木市立西中学
校（大阪府）→府立福井高校
（大阪府）　④㈱メガロス
⑤158cm　⑥60kg

選手
内田　愛
（うちだ　あい）　女
①昭和59年11月24日（29歳）
②神奈川県　③横浜市立吉田
中学校（神奈川県）→県立横浜
立野高校（神奈川県）→横浜市
立横浜商業高校美容科
④神奈川県武術太極拳連盟
⑤153cm　⑥49kg

選手
小島　恵梨香
（こじま　えりか）　女
①昭和63年10月4日（25歳）
②滋賀県　③滋賀県立甲西中
学校（滋賀県）→県立石部高校
（滋賀県）→大阪学院大学
④　⑤151cm　⑥55kg
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ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン

Triathlon
トライアスロン 男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 3名 2名 8名

監督
飯島　健二郎
（いいじま　けんじろう）　男
①昭和34年6月13日（55歳）
②東京都　③私立日本大学第
ニ高校（東京都）→日本大学　
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦ナショナルコーチ、
JOC-NCA修了　⑧トライア
スロン指導員

コーチ
山根　英紀
（やまね　ひでき）　男
①昭和43年2月6日（46歳）
②山口県　③千葉市立稲毛高
校（千葉県）→明治大学
④NPO法人京葉インターナシ
ョナルスポーツ倶楽部
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）、
JOC-NCA修了　⑧トライア
スロン指導員

選手
田山　寛豪
（たやま　ひろかつ）　男
①昭和56年11月12日（32歳）
②茨城県　③大洗町立第一中
学校（茨城県）→県立大洗高校
（茨城県）→流通経済大学→流
通経済大学大学院（2年）
④NTT東日本・NTT西日本／
流通経済大学職員　⑤167cm
⑥62kg

選手
細田　雄一
（ほそだ　ゆういち）　男
①昭和59年12月6日（29歳）
②徳島県　③池田町立池田中
学校（徳島県）　④森永製菓㈱
⑤175cm　⑥68kg

選手
椿　浩平
（つばき　こうへい）　男
①平成3年12月23日（22歳）
②埼玉県　③入間市立豊岡中
学校（埼玉県）→私立狭山ヶ丘
高校（埼玉県）→筑波大学
④宇都宮村上塾　⑤173cm
⑥61kg

選手
上田　藍
（うえだ　あい）　女
①昭和58年10月26日（30歳）
②京都府　③京都市立加茂川
中学校（京都府）→府立洛北高
校（京都府）　④シャクリー・
グリーンタワー・稲毛インタ
ー　⑤155cm　⑥44kg

選手
井出　樹里
（いで　じゅり）　女
①昭和58年6月9日（31歳）
②東京都　③世田谷区立新星
中学校（東京都）→都立松原高
校（東京都）→玉川大学　④博
慈会　⑤158cm　⑥50kg

選手
佐藤　優香
（さとう　ゆか）　女
①平成4年1月18日（22歳）
②千葉県　③佐倉市立佐倉中
学校（千葉県）→私立日本橋女
学館高校（東京都）　④トーシ
ンパートナーズ・チームケン
ズ　⑤171cm　⑥56kg
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ゴ
ル
フ

Golf
ゴルフ 男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 3名 2名 9名

監督
堀田　勝市
（ほった　かつじ）　男
①昭和34年6月2日（55歳）
②愛知県　③私立愛知高校
（愛知県）→名城大学　④等学
マインズ

監督
内田　知子
（うちだ　ともこ）　女
①昭和31年11月10日（57歳）
②静岡県　③県立浜松北高校
（静岡県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④㈱発祥コーポレ
ーション

選手
小西　健太
（こにし　けんた）　男
①平成6年5月21日（20歳）
②広島県　③尾道市立長江中
学校（広島県）→私立広島県瀬
戸内高校（広島県）→東北福祉
大学（2年）　④学校法人東北
福祉大学　⑤175cm　⑥76kg

選手
小浦　和也
（こうら　かずや）　男
①平成5年3月25日（21歳）
②宮崎県　③私立日向学院中
学校（宮崎県）→私立日章学園
高校（鹿児島県）→専修大学（4
年）　④専修大学　
⑤165cm　⑥70kg

選手
小木曽　喬
（おぎそ　たかし）　男
①平成9年3月19日（17歳）
②愛知県　③福井中学校（福
井県）→私立福井工業大学附
属福井高校（福井県）（3年）　
④福井工業大学附属福井高校
⑤171cm　⑥68kg

選手
長谷川　祥平
（はせがわ　しょうへい）　男
①平成5年7月27日（21歳）
②広島県　③廿日市市立大野
東中学校（広島県）→私立広島
国際学院高校（広島県）→大阪
学院大学（3年）　④大阪学院
大学　⑤181cm　⑥74kg

選手
勝　みなみ
（かつ　みなみ）　女
①平成10年7月1日（16歳）
②鹿児島　③鹿児島市立長田
中学校（鹿児島県）→私立津曲
学園鹿児島高校（鹿児島県）（1
年）　④津曲学園鹿児島高校
⑤157cm　⑥55kg

選手
松原　由美
（まつばら　ゆみ）　女
①平成11年2月22日（15歳）
②大阪府　③大阪市立白鷺中
学校（大阪府）→大阪学院大学
付属高校（大阪府）（1年）
④大阪学院大学付属高校
⑤163cm　⑥65kg

選手
岡山　絵里
（おかやま　えり）　女
①平成8年6月4日（18歳）
②大阪府　③交野第三中学校
（大阪府）→私立大阪商業大学
高校（大阪府）（3年）　④大阪
商業大学高校　⑤160cm
⑥63kg
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ス
カ
ッ
シ
ュ

Squash
スカッシュ 男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 3名 1名 7名

監督
潮木　仁
（うしおぎ　ひとし）　男
①昭和33年3月9日（56歳）
②静岡県　③日本大学付属三
島高校（静岡県）→日本大学
④㈱スポーツステーションジ
ン

選手
福井　裕太
（ふくい　ゆうた）　男
①昭和62年12月21日（26歳）
②愛知県　③名古屋市立猪高
中学校（愛知県）→県立日進高
校（愛知県）　⑤178cm
⑥70kg

選手
机　伸之介
（つくえ　しんのすけ）　男
①平成元年8月2日（25歳）
②神奈川県　③横浜市立旭中
学校（神奈川県）→県立旭高校
（神奈川県）　⑤170cm
⑥66kg

選手
清水　孝典
（しみず　たかのり）　男
①昭和57年10月6日（31歳）
②山口県　③下関市立勝山中
学校（福岡県）→私立九州国際
大学付属高校（福岡県）
④SQ-CUBE PRO　
⑤165cm　⑥63kg

選手
小林　海咲
（こばやし　みさき）　女
①平成2年1月16日（24歳）
②神奈川県　③横浜市立田奈
中学校（神奈川県）→スリペリ
タセカンダリースクール
④メディカルスキャニング
⑤163cm　⑥56kg

選手
松井　千夏
（まつい　ちなつ）　女
①昭和52年8月8日（37歳）
②神奈川県　③川崎市立犬蔵
中学校（神奈川県）→私立松蔭
高校（東京都）→日本体育大学
④SQ-CUBE PRO
⑤159cm　⑥54kg

選手
渡邉　聡美
（わたなべ　さとみ）　女
①平成11年1月15日（15歳）
②神奈川県　③Straits Inter-神奈川県　③Straits Inter-③Straits Inter-
nationalSchool （Penang, 
Malaysia）（10年）　④SAL-）（10年）　④SAL-10年）　④SAL-年）　④SAL-④SAL-
MING　⑤168cm　⑥57kg
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テ
コ
ン
ド
ー

Taekwondo
テコンドー 男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 2名 1名 7名

コーチ
金　天九
（きむ　ちょんぐ）　男
①昭和32年5月6日（57歳）
②大韓民国　③韓国大田市大
田實業高等専門学校→韓国木
園大学校→韓国東亜大学校大
学院　④（一社）全日本テコン
ドー協会　⑤175cm
⑥71kg　⑦専任情報・科学ス
タッフ

選手
中川　貴哉
（なかがわ　たかや）　男
①平成3年7月18日（23歳）
②大阪府　③大阪市立我孫子
南中学校（大阪府）→私立八州
学園（大阪府）→大東文化大学
（3年）　④（一社）全日本テコ
ンドー協会　⑤176cm
⑥54kg

選手
山田　勇磨
（やまだ　ゆうま）　男
①平成3年4月14日（23歳）
②愛知県　③水無瀬中学校
（愛知県）→私立杜若高校（愛
知県）→大東文化大学
④三菱電機㈱　⑤178cm
⑥60kg

選手
濱田　康弘
（はまだ　やすひろ）　男
①平成4年8月30日（22歳）
②佐賀県　③佐賀市立川副中
学校（佐賀県）→県立佐賀西高
校（佐賀県）→埼玉大学（3年）
④（一社）全日本テコンドー協
会　⑤185cm　⑥63kg

選手
江畑　秀範
（えばた　ひでのり）　男
①平成4年8月8日（22歳）
②大阪府　③大阪府泉大津市
小津中学校（大阪府）→私立大
阪夕陽丘学園高校（大阪府）→
大阪産業大学（2年）　④（一
社）全日本テコンドー協会
⑤197cm　⑥80kg

選手
山田　美諭
（やまだ　みゆ）　女
①平成5年12月13日（20歳）
②愛知県　③私立聖霊中学校
（愛知県）→聖霊高校（愛知県）
→大東文化大学（3年）　④（一
社）全日本テコンドー協会
⑤167cm　⑥49kg

選手
濱田　真由
（はまだ　まゆ）　女
①平成6年1月31日（20歳）
②佐賀県　③佐賀市川副中学
校（佐賀県）→県立高志館高校
（佐賀県）→徳山大学（1年）
④ベストアメニティ㈱
⑤174cm　⑥57kg
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カ
バ
デ
ィ

Kabaddi
カバディ 男子選手 女子選手 役  員 合  計

10名 10名 2名 22名

チームリーダー
河合　陽児
（かわい　ようじ）　男
①昭和50年4月7日（39歳）
②埼玉県　③さいたま市立浦
和高校（埼玉県）→大正大学
④（一社）日本カバディ協会

監督
井藤　圭順
（いとう　けいじゅん）　男
①昭和45年12月10日（43歳）
②兵庫県　③私立四天王寺羽
曳丘高校（大阪府）→大正大学
④宗教法人高家寺
⑤182cm　⑥78kg

選手
髙野　一裕
（たかの　かずひろ）　男
①昭和60年10月4日（28歳）
②東京都　③台東区立忍岡中
学校（東京都）→私立駒込高
校（東京都）→大正大学　④㈱
TOUA　⑤180cm　⑥80kg

選手
新田　晃千
（にった　てるかず）　男
①昭和47年9月15日（42歳）
②埼玉県　③坂戸市立坂戸中
学校（埼玉県）→県立小川高校
（埼玉県）→大正大学　④池袋
市民法律事務所　⑤174cm
⑥80kg

選手
井藤　光圭
（いとう　こうけい）　男
①昭和51年7月28日（38歳）
②兵庫県　③明石市立大蔵中
学校（兵庫県）→県立明石南高
校（兵庫県）→大正大学　④宗
教法人円満寺　⑤178cm
⑥80kg

選手
村上　一暁
（むらかみ　かずあき）　男
①昭和49年5月15日（40歳）
②埼玉県　③上尾市立東中学
校（埼玉県）→私立埼工大深谷
高校（埼玉県）→帝京大学福祉
（保育専門学校）　④さいたま
市役所　⑤172cm　⑥73kg

選手
太田　雅之
（おおた　まさゆき）　男
①昭和56年5月29日（33歳）
②埼玉県　③春日部市立豊春
中学校（埼玉県）→私立昌平高
校（埼玉県）→大正大学　④春
日部市消防本部　⑤176cm
⑥68kg

選手
名眞　大気
（なま　たいき）　男
①昭和57年6月17日（32歳）
②埼玉県　③川口市立芝中学
校（埼玉県）→川口市立川口総
合高校（埼玉県）→早稲田大学
④パシフィックコンサルタン
ツ㈱　⑤173cm　⑥75kg

選手
櫛笥　亮恵
（くしげ　りょうけい）　男
①昭和61年2月6日（28歳）
②埼玉県　③私立埼玉平成中
学校（埼玉県）→私立駒込学園
高校（東京都）→大正大学
④天台宗務庁　⑤183cm
⑥80kg

選手
下川　正將
（しもかわ　まさゆき）　男
①平成元年3月6日（25歳）
②アメリカ　③白岡町立篠津
中学校（埼玉県）→私立栄北高
校（埼玉県）→大正大学　④㈱
中彦　⑤170cm　⑥69kg

選手
河野　貴光
（こうの　たかみつ）　男
①平成4年10月30日（21歳）
②埼玉県　③私立駒込中学校
（東京都）→私立駒込高校（東
京都）→大正大学（4年）　④大
正大学　⑤170cm　⑥70kg

選手
渡辺　次郎
（わたなべ　じろう）　男
①昭和53年8月22日（36歳）
②神奈川県　③姫路市立朝日
中学校（兵庫県）→県立姫路南
高校（兵庫県）→帝京大学福祉
（保育専門学校）　④㈱仮説社
⑤170cm　⑥80kg
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カ
バ
デ
ィ

Kabaddi
カバディ

選手
太田　陽子
（おおた　ようこ）　女
①平成4年3月3日（22歳）
②岡山県　③岡山市立操山中
学校（岡山県）→県立岡山朝日
高校（岡山県）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学
⑤158cm　⑥68kg

選手
河上　由季
（かわかみ　ゆき）　女
①昭和61年6月23日（28歳）
②愛媛県　③今治市立日吉中
学校（愛媛県）→県立今治東高
校（愛媛県）→拓殖大学
④（一社）日本カバディ協会
⑤158cm　⑥55kg

選手
安藤　舞
（あんどう　まい）　女
①平成6年10月1日（19歳）
②北海道　③草加市立新田中
学校（埼玉県）→私立文京学院
大学女子高校（東京都）→大正
大学（2年）　④大正大学
⑤164cm　⑥57kg

選手
笠原　絵里
（かさはら　えり）　女
①平成3年7月9日（23歳）
②埼玉県　③川口市立戸塚中
学校（埼玉県）→県立蕨高校
（埼玉県）→早稲田大学　④東
ソー㈱　⑤161cm　⑥64kg

選手
髙岡　真由子
（たかおか　まゆこ）　女
①昭和57年3月18日（32歳）
②埼玉県　③入間市立東町中
学校（埼玉県）→私立浦和実業
学園高校（埼玉県）→大正大学
④㈱バイシャリ トラベルズ 
ジャパン　⑤163cm
⑥62kg

選手
金子　裕美
（かねこ　ゆみ）　女
①昭和57年4月23日（32歳）
②埼玉県　③さいたま市立川
通中学校（埼玉県）→県立越ケ
谷高校（埼玉県）→大正大学
④㈱iMedical　⑤168cm
⑥58kg

選手
青木　綾
（あおき　あや）　女
①昭和50年12月24日（38歳）
②北海道　③足寄町立足寄中
学校（北海道）→私立駒澤大学
付属苫小牧高校（北海道）→早
稲田大学　④㈲日本トレーナ
ー協会小守スポーツマッサー
ジ療院　⑤166cm　⑥64kg

選手
都築　亜砂子
（つづき　あさこ）　女
①昭和43年4月4日（46歳）
②東京都　③小金井市立緑中
学校（東京都）→都立武蔵高校
（東京都）→東京女子体育大学
④㈱メディカルシステムネッ
トワーク　⑤165cm
⑥60kg

選手
石津　有希子
（いしづ　ゆきこ）　女
①昭和61年6月12日（28歳）
②茨城県　③神栖市立神栖第
一中学校（茨城県）→県立鹿島
高校（茨城県）→大正大学
④埼玉県八潮市立大曽根小学
校　⑤150cm　⑥59kg

選手
越前谷　美穂
（えちぜんや　みほ）　女
①平成4年8月10日（22歳）
②東京都　③私立十文字中学
校（東京都）→私立十文字高校
（東京都）→大正大学（4年）　
④大正大学　⑤160cm
⑥53kg
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Sepaktakraw
セパタクロー 男子選手 女子選手 役  員 合  計

11名 6名 2名 19名

コーチ
飯田　義隆
（いいだ　よしたか）　男
①昭和55年12月5日（33歳）
②神奈川県　③県立氷取沢高
校（神奈川県）→亜細亜大学　
④ワイズ・アスリート・サポ
ート・インコーポレイテッド

コーチ
矢野　順也
（やの　じゅんや）　男
①昭和50年7月3日（39歳）
②東京都　③都立日野台高校
（東京都）→日本体育大学
④日本工学院八王子専門学校

選手
寺本　進
（てらもと　すすむ）　男
①昭和51年1月28日（38歳）
②広島県　③広島市立観音中
学校（広島県）→私立山陽高校
（広島県）→亜細亜大学
④SOLUM㈱　⑤177cm　
⑥65kg

選手
寺島　武志
（てらしま　たけし）　男
①昭和57年11月4日（31歳）
②奈良県　③足立区立第十中
学校（東京都）→都立足立高校
（東京都）→日本体育大学
④阪神酒販㈱　⑤167cm
⑥62kg

選手
林　雅典
（はやし　まさのり）　男
①昭和60年11月9日（28歳）
②山口県　③多摩市立和田中
学校（東京都）→都立野津田高
校（東京都）→日本体育大学　
④ゼビオナビゲーターズネッ
トワーク㈱　⑤162cm
⑥58kg

選手
内藤　利貴
（ないとう　としたか）　男
①平成6年3月13日（20歳）
②神奈川県　③横浜市立田奈
中学校（神奈川県）→県立川崎
北高校（神奈川県）→日本体育
大学（3年）　④日本体育大学
⑤175cm　⑥68kg

選手
高野　征也
（たかの　せいや）　男
①平成元年1月9日（25歳）
②広島県　③広島市立仁保中
学校（広島県）→私立山陽高校
（広島県）→拓殖大学　④ゼビ
オナビゲーターズネットワー
ク㈱　⑤166cm　⑥60kg

選手
佐藤　翼
（さとう　つばさ）　男
①平成4年2月18日（22歳）
②岩手県　③盛岡市立大宮中
学校（岩手県）→県立盛岡商業
高校（岩手県）→亜細亜大学
④西武信用金庫　⑤175cm
⑥68kg

選手
小林　裕和
（こばやし　ひろかず）　男
①昭和61年5月26日（28歳）
②長野県　③須坂市立相森中
学校（長野県）→私立松商学園
高校（長野県）→日本体育大学
④加圧トレーニングスタジオ 
HAPPINESS　
⑤176cm　⑥67kg

選手
山田　昌寛
（やまだ　まさひろ）　男
①昭和56年5月1日（33歳）
②和歌山県　③横浜市立大道
中学校（神奈川県）→県立氷取
沢高校（神奈川県）→日本体育
大学　④SC TOKYO　
⑤178cm　⑥75kg

選手
坂本　竜太郎
（さかもと　りゅうたろう）　男
①昭和63年5月16日（26歳）
②東京都　③多摩市立多摩永
山中学校（東京都）→都立松が
谷高校（東京都）→亜細亜大学
④加圧トレーニングスタジオ 
HAPPINESS　
⑤177cm　⑥65kg

選手
清水　敦希
（しみず　あつき）　男
①平成5年2月20日（21歳）
②埼玉県　③県立指扇中学校
（埼玉県）→県立上尾橘高校
（埼玉県）→大宮医療専門学院
（2年）　④加圧トレーニング
スタジオ HAPPINESS
⑤173cm　⑥64kg
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選手
石原　里美
（いしはら　さとみ）　女
①昭和58年9月13日（31歳）
②千葉県　③香取市立佐原中
学校（千葉県）→私立千葉敬愛
高校（千葉県）→亜細亜大学　
④羽田エアポートエンタープ
ライズ　⑤160cm　⑥56kg

選手
石塚　雅之
（いしづか　まさゆき）　男
①平成3年7月19日（23歳）
②東京都　③私立佼成学園男
子中等部（東京都）→私立佼成
学園男子高等部（東京都）→亜
細亜大学（4年）　④亜細亜大
学　⑤177cm　⑥60kg

選手
川又　ゆうみ
（かわまた　ゆうみ）　女
①平成元年7月23日（25歳）
②北海道　③私立札幌聖心女
子学院中学校（北海道）→私立
札幌聖心女子学院高校（北海
道）→上智大学　④上智大学
⑤163cm　⑥53kg

選手
佐藤　雪絵
（さとう　ゆきえ）　女
①昭和59年2月16日（30歳）
②岩手県　③三鷹市立第二中
学校（東京都）→私立藤村女子
高校（東京都）→東京女子体育
大学　④カイロプラクティッ
ク　武蔵境駅前整骨院
⑤163cm　⑥63kg

選手
青木　沙和
（あおき　さわ）　女
①昭和56年7月3日（33歳）
②東京都　③北区立桜田中学
校（東京都）→都立国分寺高校
（東京都）→中央大学　④ゼビ
オナビゲーターズネットワー
ク㈱　⑤167cm　⑥57kg

選手
渡邉　由香
（わたなべ　ゆか）　女
①昭和59年6月8日（30歳）
②埼玉県　③浦和市立針ヶ谷
小学校（埼玉県）→県立伊奈学
園総合高校（埼玉県）→日本体
育大学　④税理士法人オフィ
ス921　⑤161cm　⑥53kg

選手
矢野　千春
（やの　ちはる）　女
①昭和52年4月4日（37歳）
②埼玉県　③川越市立高階西
中学校（埼玉県）→私立星野女
子高校（埼玉県）→日本体育大
学　④日本工学院八王子専門
学校　⑤170cm　⑥59kg
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チームリーダー
宮地　直樹
（みやぢ　なおき）　男
①昭和53年9月16日（36歳）
②東京都　③県立宇都宮
高校（栃木県）→慶應義塾
大学→London School of  
Economics and Polit ical  
Science 大学院　④特定非営
利活動法人日本クリケット協
会

監督
ベディングフィールド ドゥーグル
男
①昭和53年12月28日（35歳）
②オーストラリア　③Wesley 
College→Monash Univer-
sity　④特定非営利活動法人
日本クリケット協会

コーチ
キーナン　カトリーナ
女
①昭和46年2月24日（43歳）
②ニュージーランド
③Burns ide H ighschoo l
（Christchurch）→ Canter-
bury University　④

選手
井田　恵里香
（いだ　えりか）　女
①平成6年10月20日（19歳）
②群馬県　③高崎市立片岡中
学校（群馬県）→県立高崎女子
高校（群馬県）→東海大学（2
年）　④東海大学　⑤154cm
⑥56kg

選手
梅谷　安希
（うめたに　あき）　女
①平成10年4月21日（16歳）
②大阪府　③私立上宮中学校
（大阪府）→私立上宮高校（大
阪府）（1年）　④上宮高校
⑤156cm　⑥50kg

選手
大田　くる美
（おおた　くるみ）　女
①昭和62年7月3日（27歳）
②東京都　③私立跡見学園中
学校（東京都）→私立跡見学園
高校（東京都）→東京工科大学
④損保ジャパン日本興亜シス
テムズ株式会社　⑤161cm
⑥53kg

選手
北村　温子
（きたむら　あつこ）　女
①昭和59年6月11日（30歳）
②青森県　③茅ヶ崎市立赤羽
根中学校（神奈川県）→県立茅
ヶ崎北陵高校（神奈川県）→東
京工科大学　④㈱EMシステ
ムズ　⑤157cm　⑥56kg

選手
窪田　静
（くぼた　しずか）　女
①昭和58年7月12日（31歳）
②静岡県　③鈴鹿市立平田野
中学校（三重県）→県立津高校
（三重県）→早稲田大学　④あ
いおいニッセイ同和損害保険
㈱　⑤162cm　⑥52kg

選手
栗林　江麻
（くりばやし　えま）　女
①昭和58年10月6日（30歳）
②東京都　③練馬区立旭ヶ丘
中学校（東京都）→私立星野女
子高校（埼玉県）→早稲田大学
④㈱ポラリス　
⑤160cm　⑥53kg

選手
小林　悦子
（こばやし　えつこ）　女
①平成4年4月10日（22歳）
②山形県　③佐賀市立昭栄中
学校（佐賀県）→私立佐賀清和
高校（佐賀県）→昭和女子大学
（4年）　④昭和女子大学
⑤158cm　⑥65kg

選手
坂本　千尋
（さかもと　ちひろ）　女
①平成6年2月3日（20歳）
②栃木県　③佐野市立城東中
学校（栃木県）→県立足利清風
高校（栃木県）→佐野短期大学
④吉澤石灰工業㈱
⑤158cm　⑥52kg

選手
髙田　麻菜美
（たかだ　まなみ）　女
①昭和63年9月9日（26歳）
②東京都　③福岡市立下山門
中学校（福岡県）→県立筑前高
校（福岡県）→東京工科大学
④リコージャパン㈱
⑤156cm　⑥56kg

Cricket
クリケット 男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 14名 3名 17名
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選手
中山　綾子
（なかやま　あやこ）　女
①昭和62年9月1日（27歳）
②東京都　③横浜市立日野南
中学校（神奈川県）→県立柏陽
高校（神奈川県）→慶應義塾大
学→慶應義塾大学大学院
④アステラス製薬㈱
⑤163cm　⑥52kg

選手
宮地　静香
（みやぢ　しずか）　女
①昭和56年11月4日（32歳）
②兵庫県　③西宮市立今津中
学校（兵庫県）→私立武庫川女
子大学附属高校（兵庫県）→同
志社大学　④佐野インターナ
ショナルスクール　⑤151cm
⑥50kg

選手
柳田　舞
（やなぎだ　まい）　女
①平成4年12月1日（21歳）
②神奈川県　③私立洗足学園
中学校（神奈川県）→私立洗足
学園高校（神奈川県）→早稲田
大学（4年）　④早稲田大学　
⑤152cm　⑥51kg

選手
山口　栄理
（やまぐち　えり）　女
①平成4年6月15日（22歳）
②大阪府　③四條畷市立四條
畷西中学校（大阪府）→府立四
條畷高校（大阪府）→同志社大
学（4年）　④同志社大学
⑤155cm　⑥52kg

選手
山本　万里子
（やまもと　まりこ）　女
①昭和58年10月12日（30歳）
②静岡県　③藤沢市立滝の沢
中学校（神奈川県）→県立鎌倉
高校（神奈川県）→中央大学
④㈱横浜銀行　⑤153cm
⑥48kg

Cricket
クリケット
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アディショナルオフィシャル 合  計

108名

陸上競技／コーチ
小林　史明
（こばやし　ふみあき）　男
①昭和49年12月10日（39歳）
②三重県　③県立宇治山田商
業高校（三重県）→日本体育大
学→日本体育大学大学院　
④日本体育大学　⑧陸上競技
コーチ

陸上競技／コーチ
小坂　忠広
（こさか　ただひろ）　男
①昭和35年2月10日（54歳）
②和歌山県　③県立日高高校
（和歌山県）→順天堂大学　
④石川県立小松特別支援学校
⑧陸上競技指導員

陸上競技／コーチ
黒木　純
（くろき　じゅん）　男
①昭和46年6月18日（43歳）
②宮崎県　③県立高鍋高校
（宮崎県）→山梨学院大学
④三菱重工長崎

陸上競技／総務
平野　了
（ひらの　りょう）　男
①昭和50年5月14日（39歳）
②福岡県　③県立筑紫高校
（福岡県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④（公財）日本陸上
競技連盟

水泳／競泳／トレーナー
加藤　明生
（かとう　あきお）　男
①昭和49年4月4日（40歳）
②島根県　③県立出雲高校
（島根県）→日本体育大学　
④白石鍼灸治療院　⑧アスレ
ティックトレーナー

水泳／競泳／トレーナー
藤田　敬
（ふじた　たかし）　男
①昭和57年12月16日（31歳）
②香川県　③県立多度津工業
高校（香川県）→四国医療専門
学校　④㈲A・Mプランニン
グ　⑧アスレティックトレー
ナー

水泳／競泳／技術スタッフ
岩原　文彦
（いわはら　ふみひこ）　男
①昭和47年2月8日（42歳）
②東京都　③私立本郷高校
（東京都）→私立国士館大学→
私立日本体育大学大学院　
④独立行政法人日本スポーツ
振興センター　⑧水泳上級コ
ーチ

水泳／競泳／技術スタッフ
シェルベルク マグナス
男
①昭和32年1月18日（57歳）
②スウェーデン　
③ K A T ED RA L S KO LAN ,  
VAXJO→KAROLINSKA INSTI-
TUTET, STOCKHOLM　④独
立行政法人日本スポーツ振興
センター

水泳／競泳／総務
小倉　大地雄
（おぐら　たつお）　男
①昭和57年12月12日（31歳）
②東京都　③私立早稲田実業
高校（東京都）→早稲田大学→
インディアナ州立大学大学院
④（公財）日本水泳連盟　
⑦専任情報・科学スタッフ

水泳／競泳／総務
村松　さやか
（むらまつ　さやか）　女
①昭和52年5月26日（37歳）
②新潟県　③県立高田高校
（新潟県）→東洋大学　④独立
行政法人日本スポーツ振興セ
ンター　⑦JOC-NCA修了

水泳／競泳／総務
坂口　結子
（さかぐち　ゆうこ）　女
①昭和54年2月20日（35歳）
②愛知県　③県立阿久比高校
（愛知県）→中京大学→中京大
学大学院　④独立行政法人日
本スポーツ振興センター　
⑧水泳コーチ

水泳／シンクロナイズドスイ
ミング／トレーナー
地神　裕史
（ぢがみ　ひろふみ）　男
①昭和54年12月17日（34歳）
②茨城県　③私立江戸川学園
取手高校（茨城県）→東京都立
保健科学大学→新潟大学大学
院　④東京工科大学　⑧アス
レティックトレーナー
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サッカー【男子】／技術スタッフ
峯尾　雅樹
（みねお　まさき）　男
①昭和62年5月1日（27歳）
②宮城県　③私立麻布大学附
属渕野辺高校（神奈川県）→横
浜リゾート&スポーツ専門学
校　④アディダス・ジャパン
㈱　⑧サッカーC級コーチ

サッカー【女子】／トレーナー
松井　史江
（まつい　ふみえ）　女
①昭和46年5月7日（43歳）
②神奈川県　③横浜市立戸塚
高校（神奈川県）→日本女子体
育大学　④くまざわ整形外科
クリニック　⑧アスレティッ
クトレーナー

サッカー【女子】／トレーナー
中野　江利子
（なかの　えりこ）　女
①昭和54年10月2日（34歳）
②群馬県　③県立中央高校
（群馬県）→国際武道大学→国
際武道大学大学院　④日本ス
ポーツ振興センター　⑧アス
レティックトレーナー

サッカー【女子】／技術スタッフ
種蔵　里美
（たねくら　さとみ）　女
①昭和54年3月20日（35歳）
②千葉県　③International 
School of Kuala Lumpur （マ
レーシア）→上智大学　④（公
財）日本サッカー協会

サッカー【女子】／技術スタッフ
貞清　健一
（さだきよ　けんいち）　男
①昭和52年6月12日（37歳）
②兵庫県　③県立知多東高校
（愛知県）→学校法人国際総合
学園アップルスポーツカレッ
ジ　④日本スポーツ振興セン
ター　⑧サッカーB級コーチ

サッカー【女子】／技術スタッフ
川北　裕之
（かわきた　ひろゆき）　男
①平成元年5月1日（25歳）
②兵庫県　③私立神戸国際大
学附属高校（兵庫県）→立教
大学→立教大学大学院　④㈱
BOTTOM UP

水泳／水球【男子】／
トレーナー
大里　洋志
（おおさと　ひろし）　男
①昭和57年4月6日（32歳）
②青森県　③私立東海大学第
四高校（北海道）→福島医療専
門学校　④おおさと接骨院

水泳／水球【女子】／総務
金子　沙弥佳
（かねこ　さやか）　女
①平成元年10月18日（24歳）
②東京都　③私立成城学園高
校（東京都）→成城大学　④
（公財）日本オリンピック委員
会　⑦専任コーチングディ
レクター（NTC担当）、JOC-
NCA修了

サッカー【男子】／トレーナー
前田　弘
（まえだ　ひろし）　男
①昭和40年11月5日（48歳）
②東京都　③私立日体荏原高
校（東京都）→東京医療福祉専
門学校　④（公財）日本サッカ
ー協会　⑦専任メディカルス
タッフ（トレーナー）　⑧アス
レティックトレーナー

サッカー【男子】／トレーナー
菊島　良介
（きくしま　りょうすけ）　男
①昭和53年1月16日（36歳）
②東京都　③都立清瀬高校
（東京都）→日本体育大学
④独立行政法人日本スポーツ
振興センター　⑧アスレティ
ックトレーナー

サッカー【男子】／技術スタッフ
湯浅　理平
（ゆあさ　りへい）　男
①昭和52年1月9日（37歳）
②埼玉県　③埼玉県立浦和西
高校（埼玉県）→東京学芸大学
→東京学芸大学大学院
④（公財）日本サッカー協会　
⑦専任情報・科学スタッフ　
⑧サッカーB級コーチ

サッカー【男子】／技術スタッフ
永松　太
（ながまつ　ふとし）　男
①昭和43年8月10日（46歳）
②京都府　③私立同志社香里
高校（大阪府）→同志社大学　
④（公財）日本サッカー協会
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ボクシング／コーチ
本　博国
（もと　ひろくに）　男
①昭和45年3月9日（44歳）
②鹿児島県　③県立鹿児島工
業高校（鹿児島県）　④陸上自
衛隊朝霞駐屯地　⑧ボクシン
グ上級コーチ

ボクシング／コーチ
村橋　薫
（むらはし　かおる）　男
①昭和52年3月21日（37歳）
②栃木県　③私立作新学院高
校（栃木県）→法政大学　④陸
上自衛隊朝霞駐屯地

ボクシング／コーチ
平野　義幸
（ひらの　よしゆき）　男
①昭和58年1月4日（31歳）
②新潟県　③県立興農館高校
（新潟県）→東京農業大学
④陸上自衛隊朝霞駐屯地

ボクシング／コーチ
川島　弘行
（かわしま　ひろゆき）　男
①昭和50年5月29日（39歳）
②栃木県　③私立作新学院高
校（栃木県）→法政大学　④私
立作新学院高校

バレーボール【男子】／チーム
リーダー

小田　勝美
（おだ　かつみ）　男
①昭和27年5月6日（62歳）
②兵庫県　③私立関西鉄道学
園（大阪府）　④（公財）日本オ
リンピック委員会　⑦ナショ
ナルコーチ　⑧バレーボール
コーチ

バレーボール【男子】／ドクター
西野　衆文
（にしの　ともふみ）　男
①昭和48年9月21日（40歳）
②大阪府　③府立大手前高校
（大阪府）→筑波大学→筑波大
学大学院　④筑波大学　⑧ス
ポーツドクター

テニス／チームリーダー
植田　実
（うえだ　みのる）　男
①昭和32年6月22日（57歳）
②福岡県　③私立柳川商業高
校（福岡県）→筑波大学
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦ナショナルコーチ
⑧テニス上級コーチ

テニス／トレーナー
田邊　雅子
（たなべ　まさこ）　女
①昭和44年10月14日（44歳）
②新潟県　③県立加茂高校
（新潟県）→東洋鍼灸専門学校

テニス／総務
田島　孝彦
（たじま　たかひこ）　男
①昭和47年4月9日（42歳）
②東京都　③県立千葉商業高
校（千葉県）　④（公財）日本テ
ニス協会

ボート／トレーナー
青木　孝至
（あおき　たかし）　男
①昭和38年4月20日（51歳）
②大阪府　③府立茨田高校
（大阪府）→桃山学院大学（大
阪府）　④履正社医療スポー
ツ専門学校　⑧アスレティッ
クトレーナー

ボート／総務
小野村　季子
（おのむら　きこ）　女
①平成4年10月14日（21歳）
②茨城県　③県立牛久栄進高
校（茨城県）→国立大学法人茨
城大学（茨城県）（4年）　④（公
社）日本ボート協会

ホッケー【女子】／
技術スタッフ
沼尾　健一
（ぬまお　けんいち）　男
①昭和34年11月19日（54歳）
②栃木県　③県立今市工業高
校（栃木県）　④グラクソ・ス
ミスクライン㈱　⑧ホッケー
上級コーチ
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体操／体操競技【男子】／
技術スタッフ
山田　哲
（やまだ　てつ）　男
①昭和45年6月23日（44歳）
②鳥取県　③都立大泉高校
（東京都）→鹿屋体育大学→筑
波大学大学院　④金沢大学　
⑧体操コーチ

体操／体操競技【女子】／
コーチ
高橋　由香
（たかはし　ゆか）　女
①昭和54年12月22日（34歳）
②愛知県　③名古屋経済大学
高蔵高校（愛知県）→東京女子
体育大学　④㈲ならわ体操ク
ラブ

体操／新体操／コーチ
秋山　エリカ
（あきやま　えりか）　女
①昭和39年12月31日（49歳）
②福岡県　③私立中村学園女
子高校（福岡県）→東京女子体
育大学　④東京女子体育大学
⑧体操上級コーチ

体操／新体操／トレーナー
柿谷　朱実
（かきたに　あけみ）　女
①昭和53年6月6日（36歳）
②富山県　③県立雄山高校
（富山県）→カリフォルニア州
立大学フレズノ校→ユタ州立
ユタ大学大学院　④イオン

体操／トランポリン／コーチ
丸山　章子
（まるやま　あきこ）　女
①昭和48年7月18日（41歳）
②石川県　③県立金沢二水高
校（石川県）→金沢大学→金沢
大学大学院　④金沢学院大学

体操／トランポリン／
トレーナー

千葉　崇博
（ちば　たかひろ）　男
①昭和57年5月30日（32歳）
②東京都　③県立富士東高校
（静岡県）→筑波大学　④日本
スポーツ振興センター　⑧ア
スレティックトレーナー、ス
ポーツリーダー

バレーボール【女子】／コーチ
中谷　宏大
（なかや　こうだい）　男
①昭和55年8月5日（34歳）
②長野県　③県立岡谷工業高
校（長野県）→早稲田大学
④東京ガス㈱　⑧バレーボー
ル上級コーチ

バレーボール【女子】／総務
石神　貴子
（いしがみ　たかこ）　女
①昭和59年10月23日（29歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立鹿
児島女子高校（鹿児島県）→九
州女子短期大学

バレーボール【女子】／
トレーナー
引木　聖香
（ひきぎ　せいか）　女
①昭和63年8月27日（26歳）
②岩手県　③県立沼宮内高校
（岩手県）→健生学園東日本医
療専門学校　④㈲ケッズグル
ープ

バレーボール【女子】／
技術スタッフ
三上　晃右
（みかみ　こうすけ）　男
①昭和63年1月4日（26歳）
②静岡県　③私立東海大付属
翔洋高校（静岡県）→東海大学
④日本電気㈱

バレーボール／ビーチバレー
／コーチ
山本　知寿
（やまもと　ともひさ）　男
①昭和44年12月12日（44歳）
②福岡県　③私立九州産業高
校（福岡県）　④（公財）日本
バレーボール協会　⑦JOC-
NCA修了　⑧バレーボール上
級コーチ

バレーボール／ビーチバレー
／コーチ
牛尾　正和
（うしお　まさかず）　男
①昭和51年6月13日（38歳）
②兵庫県　③私立市川高校
（兵庫県）→京都産業大学
④（公財）日本バレーボール協
会　⑦専任コーチングディレ
クター（ジュニアスリート担
当）、JOC-NCA修了　⑧バレ
ーボール上級コーチ
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レスリング／コーチ
鈴木　豊
（すずき　ゆたか）　男
①昭和54年2月27日（35歳）
②千葉県　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→日本大学　④自衛
隊体育学校　⑧レスリング指
導員

レスリング／コーチ
飯室　雅規
（いむろ　まさき）　男
①昭和53年2月28日（36歳）
②滋賀県　③県立日野高校
（滋賀県）→拓殖大学　④自衛
隊体育学校　⑧レスリング指
導員

レスリング／トレーナー
川﨑　淳
（かわさき　あつし）　男
①昭和51年8月17日（38歳）
②千葉県　③私立志学館高校
（千葉県）→東京医療専門学校
④㈱ハンズ・コーポレーショ
ン

レスリング／トレーナー
髙橋　あすか
（たかはし　あすか）　女
①昭和61年2月21日（28歳）
②東京都　③都立町田高校
（東京都）→横浜リゾート&ス
ポーツ専門学校　④㈱ファク
トリージャパングループ

セーリング／コーチ
中村　健次
（なかむら　けんじ）　男
①昭和39年2月18日（50歳）
②茨城県　③霞ヶ浦高校（茨
城県）→日本大学　④（公財）
日本オリンピック委員会
⑦ナショナルコーチ、JOC-
NCA修了

セーリング／コーチ
中村　健一
（なかむら　けんいち）　男
①昭和44年10月5日（44歳）
②山口県　③聖光高校（山口
県）　④（公財）日本セーリン
グ連盟　⑦専任コーチングデ
ィレクター（トップアスリー
ト担当）、JOC-NCA修了

バスケットボール【男子】／
総務
七川　竜寛
（ななかわ　たつひろ）　男
①昭和51年10月31日（37歳）
②熊本県　③私立九州学院高
校（熊本県）→日本体育大学　
④パナソニック㈱　⑧バスケ
ットボールコーチ

バスケットボール【男子】／
トレーナー

兒玉　清志
（こだま　きよし）　男
①昭和60年11月16日（28歳）
②東京都　③都立国立高校
（東京都）→早稲田大学
④（公財）日本バスケットボー
ル協会　⑧バスケットボール
指導員、アスレティックトレ
ーナー、スポーツリーダー

バスケットボール【男子】／
技術スタッフ
末広　朋也
（すえひろ　ともや）　男
①昭和62年6月29日（27歳）
②沖縄県　③県立宮古高校
（沖縄県）→東海大学　④（公
財）日本バスケットボール協会
⑦専任情報・科学スタッフ
⑧バスケットボールコーチ

バスケットボール【女子】／
ドクター
福田　秀明
（ふくだ　ひであき）　男
①昭和53年3月18日（36歳）
②兵庫県　③県立鶴丸高校
（鹿児島県）→鹿児島大学
-④船橋整形外科病院　⑧ス
ポーツドクター

バスケットボール【女子】／
トレーナー
伊藤　ちぐさ
（いとう　ちぐさ）　女
①昭和54年5月11日（35歳）
②神奈川県　③私立清泉女学
院高校（神奈川県）→日本体育
大学　⑧アスレティックトレ
ーナー

バスケットボール【女子】／
技術スタッフ
望月　麻希子
（もちづき　まきこ）　女
①昭和60年9月25日（28歳）
②神奈川県　③県立湘南高校
（神奈川県）→早稲田大学→早
稲田大学大学院　④横浜市立
大道中学校　⑧バスケットボ
ール指導員
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ソフトテニス／トレーナー
川上　晃司
（かわかみ　こうじ）　男
①昭和37年5月1日（52歳）
②兵庫県　③県立猪名川高校
（兵庫県）→天理大学　④スポ
ーツインテリジェンス㈱
⑧フィットネストレーナー、
アスレティックトレーナー

ソフトテニス／トレーナー
吉川　友巳奈
（よしかわ　ゆみな）　女
①昭和60年9月18日（29歳）
②京都府　③府立鳥羽高校
（京都府）→武庫川女子大学→
履正社コミュニティ・スポー
ツ専門学校　④ゆらく接骨院
⑧アスレティックトレーナー

卓球／総務
呉　光憲
（おう　こうけん）　男
①昭和45年9月9日（44歳）
②大韓民国　③シオン高校
（京幾道）→牧園大学　④淑徳
大学

卓球／コーチ
陳　莉莉
（ちん　りり）　女
①昭和38年7月20日（51歳）
②中華人民共和国　③武漢市
青山区治高校（湖北省）→武漢
体院大学　④KR

卓球／技術スタッフ
王　子
（おう　じ）　男
①昭和58年10月4日（30歳）
②中華人民共和国　③体育運
動技術学院→龍谷大学　④日
本卓球㈱

卓球／トレーナー
田中　礼人
（たなか　あやと）　男
①昭和58年12月18日（30歳）
②埼玉県　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→仙台大学　④（公
財）日本卓球協会　⑦専任メ
ディカルスタッフ（トレーナ
ー）

セーリング／技術スタッフ
鈴木　國央
（すずき　くにお）　男
①昭和51年9月2日（38歳）
②三重県　③私立海星高校
（長崎県）　④特定非営利活動
法人和歌山セーリングクラブ
⑦専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）、
JOC-NCA修了　⑧セーリン
グ上級コーチ

ウエイトリフティング／
チームリーダー

岡本　実
（おかもと　みのる）　男
①昭和26年9月29日（62歳）
②神奈川県　③私立法政大学
第一高校（東京都）→法政大学
④（公財）日本オリンピック委
員会　⑦ナショナルコーチ　
⑧ウエイトリフティング上級
コーチ

ウエイトリフティング／
コーチ
堀越　典昭
（ほりこし　のりあき）　男
①昭和47年9月5日（42歳）
②栃木県　③県立小山高校
（栃木県）→日本体育大学
④自衛隊体育学校　⑧ウエイ
トリフティングコーチ

自転車／ドクター
金井　貴夫
（かない　たかお）　男
①昭和44年7月28日（45歳）
②愛知県　③県立熊谷高校
（埼玉県）→山形大学　④筑波
大学付属病院水戸地域医療教
育センター

自転車／コーチ
村田　正洋
（むらた　まさひろ）　男
①昭和48年7月8日（41歳）
②東京都　③県立千葉高校
（千葉県）→東京大学→東京大
学大学院　④日本自転車競技
連盟　⑦専任情報・科学スタ
ッフ

ソフトテニス／チームリーダー
神崎　公宏
（かんざき　きみひろ）　男
①昭和40年11月17日（48歳）
②三重県　③私立三重高校
（三重県）→早稲田大学　④三
重高校　④三重高校　⑧ソフ
トテニス上級コーチ
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柔道／コーチ
松本　勇治
（まつもと　ゆうじ）　男
①昭和48年3月6日（41歳）
②神奈川県　③私立東海大学
付属相模高校（神奈川県）→東
海大学　④神奈川県警察

柔道／総務
岡田　隆
（おかだ　たかし）　男
①昭和55年1月6日（34歳）
②愛知県　③都立西高校（東
京都）→日本体育大学→日本
体育大学大学院　④学校法人
了徳寺学園　⑧アスレティッ
クトレーナー

ソフトボール／総務
藤井　まり子
（ふじい　まりこ）　女
①昭和36年3月25日（53歳）
②東京都　③都立第五商業高
校（東京都）→日本体育大学
④（公財）日本ソフトボール協
会　⑧ソフトボールコーチ

射撃／ライフル射撃／
技術スタッフ
杉本　誠二
（すぎもと　せいじ）　男
①昭和50年11月19日（38歳）
②大阪府　③府立千里高校
（大阪府）→神戸商船大学（現：
神戸大学）→筑波大学大学院
④独立行政法人日本スポーツ
振興センター

射撃／クレー射撃／総務
永島　宏泰
（ながしま　ひろやす）　男
①昭和47年9月2日（42歳）
②埼玉県　③私立秀明英光高
校（埼玉県）→中央大学　④社
団法人日本クレー射撃協会

近代五種／チームリーダー
黒臼　昭二
（くろうす　しょうじ）　男
①昭和47年9月26日（41歳）
②栃木県　③県立宇都宮工業
高校（栃木県）→日本体育大学
④警視庁

卓球／トレーナー
野中　亮
（のなか　まこと）　男
①昭和45年2月7日（44歳）
②埼玉県　③私立花咲徳栄高
校（埼玉県）　④㈱ケッズトレ
ーナー

卓球／トレーナー
佐藤　奈穂
（さとう　なほ）　女
①昭和55年4月4日（34歳）
②北海道　③市立函館東高校
（北海道）→日本体育大学
④独立行政法人日本スポーツ
振興センター

馬術／コーチ
加藤　大助
（かとう　だいすけ）　男
①昭和40年12月22日（48歳）
②愛知県　③私立名古屋学院
高校（愛知県）→専修大学
④名鉄乗馬クラブクレイン東
海

馬術／総務
青山　辰美
（あおやま　たつみ）　男
①昭和39年1月2日（50歳）
②岐阜県　③県立加茂高校
（岐阜県）→明治大学　④（公
社）日本馬術連盟

馬術／総務
田中　幸文
（たなか　ゆきふみ）　男
①昭和56年8月26日（33歳）
②茨城県　③県立小倉高校
（福岡県）→東京外国語大学　
④（公社）日本馬術連盟

フェンシング／トレーナー
安藤　憲仁
（あんどう　のりひと）　男
①昭和62年3月3日（27歳）
②広島県　③広島県立明王台
高校（広島県）→専門学校久留
米リハビリテーション学院　
④（公社）日本フェンシング協
会　⑦専任メディカルスタッ
フ（トレーナー）
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アーチェリー／総務
大倉　有子
（おおくら　ゆうこ）　女
①昭和42年2月15日（47歳）
②アメリカ　③私立国際基督
教大学高校（東京都）→日本体
育大学　④独立行政法人日本
スポーツ振興センター
⑦JOC-NCA修了　⑧アーチ
ェリー指導員、スポーツリー
ダー

アーチェリー／トレーナー
胡麻　笑美子
（ごま　えみこ）　女
①昭和62年2月16日（27歳）
②広島県　③県立賀茂高校
（広島県）→広島修道大学→湘
南医療福祉専門学校　④独立
行政法人日本スポーツ振興セ
ンター

空手道／技術スタッフ
有竹　隆佐
（ありたけ　たかすけ）　男
④（公財）全日本空手道連盟
⑧空手道上級コーチ

空手道／総務
野口　弘子
（のぐち　ひろこ）　女
④（公財）全日本空手道連盟

空手道／トレーナー
小坂　晃永
（こさか　てるひさ）　男
④緑園都市SORA整骨院

野球／ドクター
可知　芳則
（かち　よしのり）　男
①昭和44年7月18日（45歳）
②埼玉県　③私立開成高校
（東京都）→千葉大学　④さい
たま赤十字病院　⑧スポーツ
ドクター

近代五種／コーチ
城　竜也
（じょう　たつや）　男
①昭和45年11月30日（43歳）
②熊本県　③県立菊池農業高
校（熊本県）　④自衛隊体育学
校

近代五種／トレーナー
手塚　賢二
（てづか　けんじ）　男
①昭和58年4月15日（31歳）
②東京都　③私立立正高校
（東京都）→帝京大学　④手塚
鍼灸院　⑧アスレティックト
レーナー

ラグビーフットボール【男子】
／コーチ
見山　範泰
（みやま　のりやす）　男
①昭和59年8月8日（30歳）
②福岡県　③県立浮羽究真館
高校（福岡県）→国際武道大学
→国際武道大学大学院
④（公財）日本ラグビーフット
ボール協会

ラグビーフットボール【男子】
／技術スタッフ
川口　雄大
（かわぐち　たかひろ）　男
①昭和63年7月9日（26歳）
②神奈川県　③私立東海大学
付属相模高校（神奈川県）→東
海大学　④㈲フィットネスア
ポロ社

ラグビーフットボール【女子】
／コーチ
宮﨑　善幸
（みやざき　よしゆき）　男
①昭和49年6月30日（40歳）
②埼玉県　③県立行田工業高
校（埼玉県）→国際武道大学→
国際武道大学大学院　④立正
大学　⑧アスレティックトレ
ーナー、ラグビーフットボー
ルコーチ

ラグビーフットボール【女子】
／技術スタッフ
岩井　優
（いわい　ゆう）　男
①昭和61年2月26日（28歳）
②茨城県　③県立藤代紫水高
校（茨城県）→国際武道大学→
筑波大学大学院　④（公財）日
本ラグビーフットボール協会
⑦専任情報・科学スタッフ
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テコンドー／コーチ
金　容星
（きむ　よんそん）　男
①昭和48年8月25日（41歳）
②大韓民国　③韓国龍仁大学
④（一社）全日本テコンドー協
会

テコンドー／技術スタッフ
楠本　一樹
（くすもと　かずき）　男
①昭和60年11月20日（28歳）
②沖縄県　③　④独立行政法
人日本スポーツ振興センター

カバディ／コーチ
板垣　哲也
（いたがき　てつや）　男
①昭和57年4月12日（32歳）
②群馬県　③私立明照学園・
樹徳高校（群馬県）→大正大学
④㈱中島ハッカ

カバディ／コーチ
星野　雄太
（ほしの　ゆうた）　男
①平成元年4月25日（25歳）
②東京都　③都立三鷹高校
（東京都）→日本体育大学
④㈲日本トレーナー協会小守
スポーツマッサージ療院
⑧アスレティックトレーナー

セパタクロー／監督
本多　洋実
（ほんだ　ひろみ）　男
①昭和30年9月13日（59歳）
②東京都　③県立西湘高校
（神奈川県）→日本大学→日本
社会事業大学大学院　④日本
体育大学

セパタクロー／トレーナー
越田　専太郎
（こしだ　せんたろう）　男
①昭和49年10月24日（39歳）
②大阪府　③県立川西明峰高
校（兵庫県）→金沢大学→広島
大学大学院　④学校法人了德
寺大学　⑧アスレティックト
レーナー

武術太極拳／コーチ
孫　建明
（そん　けんめい）　男
①昭和34年12月22日（54歳）
②中華人民共和国　③中国北
京市立北海高校→北京体育大
学　④（公社）日本武術太極拳
連盟

トライアスロン／総務
山倉　紀子
（やまくら　のりこ）　女
①昭和38年11月11日（50歳）
②東京都　③私立白百合学園
高校（東京都）→國學院大學幼
児教育専門学校　④（公財）日
本オリンピック委員会
⑦アシスタントナショナルコ
ーチ、JOC-NCA修了　⑧ト
ライアスロン指導員

ゴルフ／総務
内田　愛次郎
（うちだ　あいじろう）　男
①昭和43年2月25日（46歳）
②千葉県　③都立本所工業高
校（東京都）→東ワシントン州
立大学　④（公財）日本ゴルフ
協会

ゴルフ／トレーナー
栖原　弘和
（すはら　ひろかず）　男
①昭和59年10月23日（29歳）
②千葉県　③県立館山高校
（千葉県）→東京柔道整復専門
学校→筑波大学大学院　④東
京柔道整復専門学校　⑧アス
レティックトレーナー

スカッシュ／技術スタッフ
佐野　公彦
（さの　きみひこ）　男
①昭和47年4月3日（42歳）
②東京都　③法政大学第二高
校（神奈川県）→（財）スポーツ
インストラクターアカデミー
④フリーランス　⑤171cm
⑥76kg

テコンドー／コーチ
阪口　朗
（さかぐち　あきら）　男
①昭和32年2月18日（57歳）
②大阪府　③大阪産業大学
④（一社）全日本テコンドー協
会
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12名Equestrian-Grooms
馬術／グルーム

グルーム
リング　サラ
女
①昭和58年10月25日（30歳）
②ドイツ　③ Johan-Got -ドイツ　③ Johan-Got -③ Johan-Got -
fried-Herder Gymnasium→ 
Johan-Gotf r ied-Herder  
Gymnasium

グルーム
ポールセン エメリー カロリン
女
①平成2年4月6日（24歳）
②ノルウェー　③Breidablikk 
DH School→Sanderf jorf  
High School

グルーム
齋藤　功貴
（さいとう　こうき）　男
①平成元年9月16日（25歳）
②千葉県　③香取市立栗源中
学校（千葉県）→県立多古高校
（千葉県）→明治大学　④北総
乗馬クラブ

グルーム
マーテン クーン ウィルヘム 
コーネリス ヘンドリクス
男
①昭和53年9月26日（35歳）
②オランダ

グルーム
川瀬　文子
（かわせ　ふみこ）　女
①昭和47年3月16日（42歳）
②京都府　③京都市立下鴨中
学校（京都府）→府立洛北高校
（京都府）　④レッキス工業㈱

グルーム
内田　雄一
（うちだ　ゆういち）　男
①昭和38年3月12日（51歳）
②福岡県　③玉名市立玉陵中
学校（熊本県）→県立菊池農業
高校（熊本県）→専修大学
④シュタールジーク

グルーム
玉井　優
（たまい　ゆう）　男
①昭和59年8月4日（30歳）
②岐阜県　③養老町立高田中
学校（岐阜県）→県立大垣南高
校（岐阜県）→帯広畜産大学
④日本中央競馬会馬事公苑

グルーム
タッケヨスト マーレン
女
①昭和62年11月13日（26歳）
②ドイツ

グルーム
平永　健太
（ひらなが　けんた）　男
①昭和63年7月31日（26歳）
②大阪府　③四条畷市立南中
学校（大阪府）→県立南陵高校
（熊本県）（3年）　④㈱乗馬ク
ラブクレイン

グルーム
正井　基行
（まさい　もとゆき）　男
①昭和58年2月24日（31歳）
②埼玉県　③川口市立榛松中
学校（埼玉県）→私立武南高校
（埼玉県）→大正大学　④㈱乗
馬クラブクレイン

グルーム
宮永　美寿津
（みやなが　みすず）　女
①昭和58年8月19日（31歳）
② 北海道　③私立藤女子中学
校（北海道）→私立藤女子高校
（北海道）→立教大学　④ノー
ザンホースパーク

グルーム
佐藤　貴代
（さとう　きよ）　女
①昭和60年3月4日（29歳）
②長崎県　③長崎大学教育学
部附属中学校（長崎県）→県立
長崎東高校（長崎県）→立教大
学　④明松寺馬事公苑
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統括
中森　康弘
（なかもり　やすひろ）　男
①昭和36年6月10日（53歳）
②愛知県　③県立国府高校
（愛知県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④（公財）日本オリ
ンピック委員会

スタッフ
秋葉　将秀
（あきば　まさひで）　男
①昭和51年9月3日（38歳）
②神奈川県　③私立逗子開成
高校（神奈川県）→日本体育大
学　④（公財）日本オリンピッ
ク委員会

スタッフ
冨吉　貴浩
（とみよし　たかひろ）　男
①昭和55年3月7日（33歳）
②千葉県　③県立東葛飾高校
（千葉県）→立教大学　④（公
財）日本オリンピック委員会
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