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ROWING

ボート

男子選手 女子選手 役  員 合  計

7名 3名 3名 13名

チームリーダー

朝倉  直樹 あさくら  なおき

昭和23年11月22日（61歳） 京都府 男

①国立筑波大学付属中学（東京都）→国
立筑波大学付属高校（東京都）→東京
大学

②㈳日本ボート協会

監督

Maxrath Diethelm マックスラート  ディートヘレム

昭和30年4月6日（54歳） ドイツ 男

①REALSCHULE UEUWIED→GYMNASIUM 
BSA JOHANNES GUTENBERG→マイン
ツ大学

②㈳日本ボート協会
⑤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

坂本  剛健 さかもと  ごうけん

昭和47年8月3日（37歳） 滋賀県 男

①大津市立石山中学校（滋賀県）→県立
膳所高校（滋賀県）→同志社大学→立
命館大学

②㈳日本ボート協会
⑤専任情報・科学スタッフ
⑥ボート上級コーチ

選手

大元  英照 おおもと  ひでき

昭和59年8月12日（25歳） 宮城県 男

①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
②アイリスオーヤマ㈱
③179cm
④70kg
⑦軽量級フォア1位6:02.90

選手

須田  貴浩 すだ  たかひろ

昭和56年1月6日（28歳） 宮城県 男

①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
②アイリスオーヤマ㈱
③181cm
④73kg
⑦軽量級フォア1位6:02.90

選手

武田  大作 たけだ  だいさく

昭和48年12月5日（36歳） 愛媛県 男

①伊予市立港南中学校（愛媛県）→県立
愛媛大学附属高校（愛媛県）→愛媛大
学→愛媛大学大学院
②ダイキ㈱
③178cm
④73kg
⑦軽量級シングルスカル決勝1位6:44.93

選手

久保  武大 くぼ  たけひろ

昭和53年7月19日（31歳） 香川県 男

①高松市立協和中学校（香川県）→県立
高松高校（香川県）→日本体育大学→
日本体育大学院
②㈱MYJ
③184cm
④72kg
⑦軽量級ダブルスカル決勝3位6:17.69
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選手

今井  裕介 いまい  ゆうすけ

昭和57年1月7日（27歳） 長野県 男

①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
②㈱NTT東日本
③180cm
④72kg
⑦軽量級ダブルスカル決勝3位6:17.69

選手

佐藤  芳則 さとう  よしのり

昭和55年2月1日（29歳） 秋田県 男

①由利本荘市立矢島中学校（秋田県）→
県立本荘高校（秋田県）→日本大学
②明治安田生命保険相互会社
③176cm
④72kg
⑦軽量級フォア1位6:02.90

選手

岩本  亜希子 いわもと  あきこ

昭和53年9月25日（31歳） 長野県 女

①諏訪市立諏訪中学校（長野県）→県立
岡谷南高校（長野県）→早稲田大学→
日本体育大学大学院
②アイリスオーヤマ㈱
③173cm
④59kg
⑦軽量級シングルスカル決勝3位7:35.04

選手

晦日  尚子 みそか  なおこ

平成元年8月12日（20歳） 長崎県 女

①大村市立玖島中学校（長崎県）→県立
大村高校（長崎県）→早稲田大学（2年）
②早稲田大学
③165cm
④59kg
⑦軽量級ダブルスカル2位7:04.94

選手

坂東  慧子 ばんどう  さとこ

昭和59年3月13日（25歳） 香川県 女

①内海町立内海中学校（香川県）→県立
小豆島高校（香川県）→東京外国語大
学
②中部電力㈱
③161cm
④58kg
⑦軽量級ダブルスカル2位7:04.94

選手

片岡  勇 かたおか  ゆう

昭和55年5月28日（29歳） 熊本県 男

①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
②明治安田生命保険相互会社
③180cm
④72kg
⑦軽量級フォア1位6:02.90
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HOCKEY (Men)

ホッケー 【男子】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

15名 － 6名 21名

チームリーダー

山中  学 やまなか  まなぶ

昭和43年8月6日（41歳） 岩手県 男

①岩手町立北山形中学校（岩手県）→県
立沼宮内高校（岩手県）→法政大学

②㈳日本ホッケー協会
⑤ナショナルコーチ
⑥ホッケーコーチ

監督

遠藤  孝 えんどう  たかし

昭和38年4月24日（46歳） 岩手県 男

①岩手町立一方井中学校（岩手県）→県
立沼宮内高校（岩手県）→法政大学

②トー・ナビタ㈱
⑤専任コーチングディレクタージュニ
アアスリート担当

コーチ

Aikman Siegfried Gottlieb アイクマン  ジークフリード  ゴッドリブ

昭和34年4月28日（50歳） オランダ 男

①Spinoza Lyceum（オランダ）→
Lemniscaat management School

②㈳日本ホッケー協会

技術スタッフ

牧本  智之 まきもと  さとし

昭和35年8月8日（49歳） 京都府 男

①私立立命館中学校（京都府）→私立立
命館高校（京都府）→立命館大学
②牧本金物店

総務

長岡  俊輔 ながおか  しゅんすけ

昭和55年11月7日（28歳） 岩手県 男

①岩手町立沼宮内中学校（岩手県）→県
立不来方高校（岩手県）→法政大学
②トー・ナビタ㈱
⑤アシスタントナショナルコーチ
⑥ホッケーコーチ

トレーナー

大西  勉 おおにし  つとむ

昭和46年8月3日（38歳） 岐阜県 男

①岐阜市立加納中学校（岐阜県）→私立
聖徳学園岐阜教育大学付属高校（岐
阜県）→米田柔整専門学院
②きくいけ整形外科

選手

古里  竜二 ふるさと  りゅうじ

昭和54年8月8日（29歳） 鹿児島県 男

①樋脇町立樋脇中学校（鹿児島県）→県
立樋脇高校（鹿児島県）→明治大学
②トー・ナビタ㈱
③177cm
④75kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分
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選手

前田  圭治 まえだ  けいじ

昭和57年7月23日（27歳） 富山県 男

①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
②トー・ナビタ㈱
③177cm
④70kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

川上  啓 かわかみ  けい

昭和59年4月3日（25歳） 奈良県 男

①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
②㈱名古屋銀行
③173cm
④65kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

髙瀬  克也 たかせ  かつや

昭和58年5月20日（26歳） 栃木県 男

①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
②㈱槌屋
③179cm
④82kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

小野  知則 おの  とものり

昭和59年4月26日（25歳） 山形県 男

①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
②金印㈱
③167cm
④60kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

長澤  克好 ながさわ  かつよし

昭和60年10月30日（24歳） 京都府 男

①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（2年）
②米田柔整専門学校
③180cm
④75kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

田中  健太 たなか  けんた

昭和63年5月4日（21歳） 滋賀県 男

①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（3
年）
②立命館大学
③172cm
④63kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

粥川  幸司 かゆかわ  こうじ

昭和59年1月11日（25歳） 岐阜県 男

①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
②㈱雨宮
③175cm
④72kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

坪内  一浩 つぼうち  かずひろ

昭和56年9月11日（27歳） 京都府 男

①瑞穂町立瑞穂中学校（京都府）→府立
須知高校（京都府）→天理大学
②トー・ナビタ㈱
③177cm
④72kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分
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選手

三澤  孝康 みざわ  たかやす

昭和62年1月26日（22歳） 島根県 男

①横田町立横田中学校（島根県）→県立
横田高校（島根県）→山梨学院大学

②㈱三晃社
③173cm
④69kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

坂本  博紀 さかもと  ひろき

昭和62年7月8日（22歳） 和歌山県 男

①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年）
②天理大学
③177cm
④70kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

穴井  善博 あない  よしひろ

昭和62年11月27日（22歳） 熊本県 男

①小国町立小国中学校（熊本県）→県立
小国高校（熊本県）→天理大学（4年）

②天理大学
③174cm
④70kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

吉川  謙 よしかわ  けん

昭和63年5月25日（21歳） 滋賀県 男

①米原市立伊吹山中学校（滋賀県）→県
立伊吹高校（滋賀県）→立命館大学（3
年）

②立命館大学
③180cm
④73kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

市川  勝己 いちかわ  かつみ

昭和63年1月23日（21歳） 栃木県 男

①今市市立今市中学校（栃木県）→県立
今市高校（栃木県）→東京農業大学（4
年）
②東京農業大学
③180cm
④73kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分

選手

北里  謙治 きたざと  けんじ

平成元年5月19日（20歳） 熊本県 男

①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（2
年）
②山梨学院大学
③175cm
④68kg
⑦2位／予選ラウンド3勝1分



日本代表選手団名簿

288 The 5th East Asian Games Hong Kong 2009

HOCKEY (Women)

ホッケー 【女子】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

－ 16名 6名 22名

監督

安田  善治郎 やすだ  ぜんじろう

昭和21年8月1日（63歳） 岐阜県 男

①羽島市立羽島中学校（岐阜県）→県立
岐阜西工業高校（岐阜県）→明治大学
②岐阜県グリーンスタジアム
⑤専任コーチングディレクタートップ
アスリート担当
⑥ホッケー上級コーチ

コーチ

久我  晃広 くが  あきひろ

昭和45年9月26日（39歳） 京都府 男

①私立立命館中学校（京都府）→私立立
命館高校（京都府）→早稲田大学→早
稲田大学大学院
②駿河台大学
⑥ホッケーコーチ

総務

藤原  信幸 ふじはら  のぶゆき

昭和50年8月1日（34歳） 島根県 男

①横田町立横田中学校（島根県）→県立
横田高校（島根県）→明治大学
②㈶各務原市施設振興公社
⑥ホッケーコーチ

トレーナー

河村  篤 かわむら  あつし

昭和40年3月10日（43歳） 愛知県 男

①一宮市立中部中学校（愛知県）→国立
岐阜工業高等専門高校（岐阜県）→岐
阜工業高等専門学校
②コンディショニング  ラボ
⑤専任メディカルスタッフ（トレーナ
ー）
⑥アスレティックトレーナー

トレーナー

川口  浩太郎 かわぐち  こうたろう

昭和38年9月7日（46歳） 愛知県 男

①名古屋市立城山中学校（愛知県）→私
立愛知高校（愛知県）→佛教大学→広
島大学大学院
②兵庫医療大学リハビリテーション学
部
⑥アスレティックトレーナー

技術スタッフ

小林  和典 こばやし  かずのり

昭和41年12月7日（42歳） 栃木県 男

①今市市立今市中学校（栃木県）→県立
今市高校（栃木県）→早稲田大学
②東海学院大学短期大学部
⑥ホッケー上級コーチ

選手

駒澤  李佳 こまざわ  りか

昭和57年6月7日（27歳） 大阪府 女

①泉南市立泉南中学校（大阪府）→私立
羽衣学園高校（大阪府）→天理大学
②グラクソ・スミスクライン㈱
③161cm
④54kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗
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選手

小沢  みさき おざわ  みさき

昭和60年8月8日（24歳） 岩手県 女

①岩手町立東部中学校（岩手県）→県立
沼宮内高校（岩手県）→富士大学

②グラクソ・スミスクライン㈱
③160cm
④60kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

林  なぎさ はやし  なぎさ

昭和61年8月29日（23歳） 岐阜県 女

①各務原市立鵜沼中学校（岐阜県）→県
立岐阜女子商業高校（岐阜県）→立命
館大学

②ソニーイーエムシーエス㈱  稲沢テ
ック

③165cm
④59kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

岡村  育子 おかむら  いくこ

昭和51年9月17日（33歳） 埼玉県 女

①飯能市立加治中学校（埼玉県）→県立
飯能高校（埼玉県）→天理大学

②飯能市教育委員会
③172cm
④85kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

加藤  明美 かとう  あけみ

昭和45年12月13日（38歳） 埼玉県 女

①秩父市立荒川中学校（埼玉県）→県立
秩父東高校（埼玉県）→天理大学

②H・F・C-HANNO
③161cm
④56kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

植田  彩 うえだ  あや

昭和62年10月2日（22歳） 奈良県 女

①私立立命館中学校（京都府）→私立立
命館高校（京都府）→立命館大学（4年）
②立命館大学
③171cm
④62kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

三浦  恵子 みうら  けいこ

昭和50年3月16日（34歳） 岐阜県 女

①岐阜市立陽南中学校（岐阜県）→県立
岐阜女子商業高校（岐阜県）→東海女
子大学
②ソニーイーエムシーエス㈱  稲沢テ
ック
③168cm
④62kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

村上  藍 むらかみ  あい

昭和60年3月18日（24歳） 富山県 女

①小矢部市立津沢中学校（富山県）→県
立石動高校（富山県）→山梨学院大学
②ソニーイーエムシーエス㈱  稲沢テ
ック
③158cm
④53kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

佐藤  雅子 さとう  まさこ

昭和62年11月27日（22歳） 鳥取県 女

①郡家町立中央中学校（鳥取県）→県立
八頭高校（鳥取県）→山梨学院大学（4
年）
②山梨学院大学
③160cm
④55kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗
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選手

永山  加奈 ながやま  かな

平成元年7月30日（20歳） 鹿児島県 女

①樋脇町立樋脇中学校（鹿児島県）→県
立樋脇高校（鹿児島県）→山梨学院大
学（2年）
②山梨学院大学
③157cm
④46kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

中川  未由希 なかがわ  みゆき

昭和61年12月20日（22歳） 岐阜県 女

①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
②ソニーイーエムシーエス㈱  稲沢テ
ック
③161cm
④53kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

眞鍋  敬子 まなべ  けいこ

昭和62年3月11日（22歳） 岐阜県 女

①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
②㈱南都銀行
③153cm
④58kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

新井  麻月 あらい  まづき

昭和63年11月28日（21歳） 大阪府 女

①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（3
年）
②天理大学
③165cm
④56kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

山田  明季 やまだ  あき

平成4年11月24日（17歳） 大阪府 女

①私立羽衣学園中学校（大阪府）→私立
羽衣学園高校（大阪府・2年）
②羽衣学園高校
③162cm
④52kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

岩尾  幸美 いわお  さちみ

昭和51年2月20日（33歳） 大分県 女

①九重町立野上中学校（大分県）→県立
森高校（大分県）→天理大学
②玖珠町立玖珠中学校
③151cm
④53kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗

選手

中島  史恵 なかしま  みえ

昭和61年6月18日（23歳） 岐阜県 女

①岐阜市立長良中学校（岐阜県）→県立
岐阜総合高校（岐阜県）→山梨学院大
学
②ソニーイーエムシーエス㈱  稲沢テ
ック
③160cm
④51kg
⑦3位／予選ラウンド2勝2敗


