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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 － 5名 17名

チームリーダー

植田  辰哉 うえた  たつや

昭和39年7月25日（45歳） 香川県 男

①東かがわ市立白鳥中学校（香川県）→
私立大阪商業大学附属高校（大阪府）
→大阪商業大学

②㈶日本バレーボール協会
⑤専任コーチングディレクタートップ
アスリート担当

⑥バレーボール上級コーチ

監督

吉田  清司 よしだ  せいじ

昭和34年4月12日（50歳） 岩手県 男

①盛岡市立黒石野中学校（岩手県）→県
立盛岡第三高校（岩手県）→岩手大学
→筑波大学大学院

②専修大学
⑥バレーボール上級コーチ

コーチ

諸隈  直樹 もろくま  なおき

昭和53年6月19日（31歳） 佐賀県 男

①佐賀市立昭栄中学校（佐賀県）→私立
鎮西高校（熊本県）→法政大学

②㈱キャリアスポーツ

総務

渡邉  圭太郎 わたなべ  けいたろう

昭和54年9月29日（30歳） 北海道 男

①国立北海道教育大学教育学部附属函
館中学校（北海道）→私立函館大学附
属有斗高校（北海道）→亜細亜大学
②㈱ジェブ

ドクター

西野  衆文 にしの  ともふみ

昭和48年9月21日（36歳） 大阪府 男

①大阪市立菫中学校（大阪府）→府立大
手前高校（大阪府）→筑波大学→筑波
大学大学院
②筑波大学大学院
⑥スポーツドクター

選手

伊東  克明 いとう  かつあき

昭和52年12月28日（31歳） 愛知県 男

①名古屋市立植田中学校（愛知県）→私
立大同大学大同高校（愛知県）→早稲
田大学
②東京ガス都市開発㈱
③180cm
④78kg
⑦2位

選手

福田  誉 ふくだ  ほまれ

昭和54年9月12日（30歳） 和歌山県 男

①御坊市日高川町組合立大成中学校（和
歌山県）→私立開智高校（和歌山県）
→早稲田大学
②東京ガスエコモ㈱
③181cm
④80kg
⑦2位
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選手

上場  雄也 あげば  ゆうや

昭和58年9月30日（26歳） 千葉県 男

①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
②NPO法人つくばユナイテッド
　VOLLEYBALL
③192cm
④66kg
⑦2位

選手

阿部  篤史 あべ  あつし

昭和58年10月19日（26歳） 福島県 男

①白河市立白河第二中学校（福島県）→
県立白河旭高校（福島県）→国際武道
大学
②東京ガスオールワンエナジー㈱
③190cm
④78kg
⑦2位

選手

金丸  晃大 かなまる  あきとも

昭和59年3月4日（25歳） 埼玉県 男

①さいたま市立桜山中学校（埼玉県）→
県立深谷高校（埼玉県）→亜細亜大学
②㈱ジェイテクト
③191cm
④71kg
⑦2位

選手

大竹  貴久 おおたけ  たかひさ

昭和59年6月12日（25歳） 宮崎県 男

①大阪市立瑞光中学校（大阪府）→私立
星翔高校（大阪府）→大阪産業大学
②パナソニック㈱  モータ社
③185cm
④70kg
⑦2位

選手

名田  篤史 なだ  あつし

昭和60年2月6日（24歳） 岡山県 男

①姫路市立大的中学校（兵庫県）→県立
姫路南高校（兵庫県）→同志社大学
②㈱ブレイザーズスポーツクラブ
③191cm
④81kg
⑦2位

選手

横田  一義 よこた  かずよし

昭和61年5月1日（23歳） 滋賀県 男

①大津市立瀬田中学校（滋賀県）→京都
市立洛陽工業高校（京都府）→大阪商
業大学
②㈱ブレイザーズスポーツクラブ
③193cm
④82kg
⑦2位

選手

出耒田  敬 できた  たかし

平成3年8月13日（18歳） 北海道 男

①札幌市立星置中学校（北海道）→私立
札幌第一高校（北海道・3年）
②札幌第一高校
③199cm
④78kg
⑦2位

選手

若山  智昭 わかやま  ともあき

昭和57年9月11日（27歳） 京都府 男

①宇治市立東宇治中学校（京都府）→私
立東海大学附属仰星高校（大阪府）→
大阪商業大学
②㈱ジェイテクト
③190cm
④80kg
⑦2位
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選手

前田  一誠 まえだ  いっせい

平成3年9月22日（18歳） 長崎県 男

①佐世保市立日宇中学校（長崎県）→県
立佐世保南高校（長崎県・3年）

②長崎県立佐世保南高校
③182cm
④72kg
⑦2位

選手

伏見  大和 ふしみ  やまと

平成3年12月24日（17歳） 静岡県 男

①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・3年）

②静岡市立清水商業高校
③206cm
④110kg
⑦2位

VOLLEYBALL (Women)

バレーボール 【女子】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

－ 12名 5名 17名

チームリーダー

眞鍋  政義 まなべ  まさよし

昭和38年8月21日（46歳） 兵庫県 男

①姫路市立白鷺中学校（兵庫県）→私立
大阪商業大学附属高校（大阪府）→大
阪商業大学→大阪体育大学大学院
②㈶日本バレーボール協会
⑤専任コーチングディレクタートップ
アスリート担当
⑥バレーボール上級コーチ

監督

太田  豊彦 おおた  とよひこ

昭和32年5月31日（52歳） 東京都 男

①中央区立第二中学校（東京都）→私立
中央大学附属高校（東京都）→日本体
育大学
②共栄学園高校
⑥バレーボール上級コーチ

コーチ

安保  澄 あぼ  きよし

昭和45年8月4日（39歳） 広島県 男

①広島市立安佐南中学校（広島県）→広
島市立舟入高校（広島県）→明治大学
→筑波大学大学院
②㈶日本バレーボール協会
⑥バレーボール上級コーチ
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総務

宮﨑  さとみ みやざき  さとみ

昭和52年9月8日（32歳） 兵庫県 女

①神戸市立北神戸中学校（兵庫県）→私
立須磨ノ浦女子高校（兵庫県）→武庫
川女子大学
②㈶日本バレーボール協会

ドクター

小原  和宏 おばら  かずひろ

昭和44年6月10日（40歳） 北海道 男

①札幌市立北野中学校（北海道）→道立
札幌東高校（北海道）→旭川医科大学
②旭川医科大学
⑥スポーツドクター

選手

奥田  恭子 おくだ  ちかこ

昭和63年11月4日（21歳） 三重県 女

①河芸町立朝陽中学校（三重県）→県立
津商業高校（三重県）
②㈱デンソー  西尾製作所
③175cm
④65kg
⑦2位

選手

泉岡  未来 いずおか  みく

平成元年7月2日（20歳） 奈良県 女

①川上村立川上中学校（奈良県）→私立
京都橘高校（京都府）
②㈱デンソー  西尾製作所
③174cm
④62kg
⑦2位

選手

田原  知奈 たはら  はるな

平成元年12月11日（19歳） 鹿児島県 女

①南九州市立青戸中学校（鹿児島県）→
私立鹿屋中央高校（鹿児島県）
②トヨタ車体㈱
③177cm
④66kg
⑦2位

選手

峯村  沙紀 みねむら  さき

平成2年4月18日（19歳） 長野県 女

①長野市立裾花中学校（長野県）→私立
九州文化学園高校（長崎県）
②東レ㈱  滋賀事業場
③176cm
④68kg
⑦2位

選手

滝口  奈美 たきぐち  なみ

平成2年6月8日（19歳） 東京都 女

①江東区立第二南砂中学校（東京都）→
私立共栄学園高校（東京都）
②日本電気㈱  玉川事業場
③170cm
④65kg
⑦2位

選手

川原  愛璃 かわはら  あいり

平成2年9月10日（19歳） 広島県 女

①杵築市立杵築中学校（大分県）→私立
東九州龍谷高校（大分県）
②日立オートモティブシステムズ㈱
③169cm
④57kg
⑦2位
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選手

野本  梨佳 のもと  りか

平成3年9月21日（18歳） 愛媛県 女

①松山市立椿中学校（愛媛県）→私立聖
カタリナ女子高校（愛知県・3年）
②聖カタリナ女子高校
③180cm
④67kg
⑦2位

選手

卜部  里菜 うらべ  りな

平成3年1月22日（18歳） 兵庫県 女

①私立大阪国際大和田中学校（大阪府）
→私立大阪国際滝井高校（大阪府）

②岡山シーガルズ
③171cm
④61kg
⑦2位

選手

田代  佳奈美 たしろ  かなみ

平成3年3月25日（18歳） 滋賀県 女

①長野市立裾花中学校（長野県）→私立
古川学園高校（宮城県）

②東レ㈱  滋賀事業場
③173cm
④68kg
⑦2位

選手

石井  優希 いしい  ゆき

平成3年5月8日（18歳） 岡山県 女

①倉敷市立東陽中学校（岡山県）→私立
就実高校（岡山県・3年）

②就実高校
③179cm
④65kg
⑦2位

選手

井上  奈々朱 いのうえ  ななみ

平成元年6月19日（20歳） 東京都 女

①府中市立府中第二中学校（東京都）→
私立下北沢成徳高校（東京都）
②㈱デンソー  西尾製作所
③179cm
④65kg
⑦2位

選手

堀口  夏実 ほりぐち  なつみ

平成3年8月10日（18歳） 兵庫県 女

①私立大阪国際大和田中学校（大阪府）
→私立大阪国際滝井高校（大阪府・3
年）

②大阪国際滝井高校
③164cm
④59kg
⑦2位



日本代表選手団名簿

296 The 5th East Asian Games Hong Kong 2009

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 － 5名 17名

監督

小野  秀二 おの  しゅうじ

昭和33年1月31日（51歳） 秋田県 男

①能代市立能代第一中学校（秋田県）→
県立能代工業高校（秋田県）→筑波大
学
②㈱日立制作所

総務

七川  竜寛 ななかわ  たつひろ

昭和51年10月31日（33歳） 熊本県 男

①松橋町立松橋中学校（熊本県）→私立
九州学院高校（熊本県）→日本体育大
学
②パナソニック㈱

コーチ

後藤  正規 ごとう  まさき

昭和45年10月19日（39歳） 愛知県 男

①旧雄踏町立雄踏中学校（静岡県）→私
立興誠高校（静岡県）→日本体育大学
→筑波大学大学院
②㈶日本バスケットボール協会
⑥バスケットボール指導員

選手

石崎  巧 いしざき  たくみ

昭和59年7月6日（25歳） 福井県 男

①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
②㈱東芝
③188cm
④85kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

コーチ

金田  詳徳 かねた  よしのり

昭和53年7月10日（31歳） 青森県 男

①仙台市立長町中学校（宮城県）→仙台
市立仙台高校（宮城県）→早稲田大学
②㈱Fantasia Entertainment
⑥バスケットボール指導員

選手

正中  岳城 しょうなか  たけき

昭和59年9月15日（25歳） 山形県 男

①明石市立野々池中学校（兵庫県）→県
立明石高校（兵庫県）→青山学院大学
②トヨタ自動車㈱
③180cm
④78kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

総務

井上  雅史 いのうえ  まさふみ

昭和40年11月15日（44歳） 東京都 男

①川崎市立中野島中学校（神奈川県）→
私立和光高校（東京都）→国際武道大
学→早稲田大学大学院
②㈱日立製作所
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選手

濵田  卓実 はまだ  たくみ

昭和60年1月14日（24歳） 兵庫県 男

①神戸市立須磨北中学校（兵庫県）→私
立神戸村野工業高校（兵庫県）→京都
産業大学

②パナソニック㈱
③192cm
④80kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

選手

広瀬  健太 ひろせ  けんた

昭和60年7月11日（24歳） 島根県 男

①松江市立湖東中学校（島根県）→県立
松江東高校（島根県）→青山学院大学
②パナソニック㈱
③193cm
④90kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

選手

岡田  優介 おかだ  ゆうすけ

昭和59年9月17日（25歳） 東京都 男

①新宿区立牛込第二中学校（東京都）→
私立土浦日本大学高校（茨城県）→青
山学院大学

②トヨタ自動車㈱
③185cm
④80kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

選手

竹内  公輔 たけうち  こうすけ

昭和60年1月29日（24歳） 大阪府 男

①吹田市立佐井寺中学校（大阪府）→私
立洛南高校（京都府）→慶応義塾大学
②アイシン精機㈱
③205cm
④98kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

選手

菊地  祥平 きくち  しょうへい

昭和59年8月27日（25歳） 山形県 男

①山形市立山形第二中学校（山形県）→
私立日大山形高校（山形県）→日本大
学

②㈱東芝
③190cm
④90kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

選手

竹内  譲次 たけうち  じょうじ

昭和60年1月29日（24歳） 大阪府 男

①吹田市立佐井寺中学校（大阪府）→私
立洛南高校（京都府）→東海大学
②㈱日立製作所
③205cm
④96kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

選手

酒井  泰滋 さかい  たいじ

昭和59年8月28日（25歳） 長崎県 男

①諫早市立諫早中学校（長崎県）→私立
福岡大附属大濠高校（福岡県）→慶応
義塾大学
②㈱日立製作所
③190cm
④90kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

選手

西村  文男 にしむら  ふみお

昭和61年9月24日（23歳） 三重県 男

①鈴鹿市立創徳中学校（三重県）→私立
北陸高校（福井県）→東海大学

②㈱日立製作所
③177cm
④68kg
⑦3位／予選ラウンド3勝
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選手

荒尾  岳 あらお  がく

昭和62年1月15日（22歳） 富山県 男

①朝日町立朝日中学校（富山県）→県立
泊高校（富山県）→青山学院大学
②トヨタ自動車㈱
③198cm
④96kg
⑦3位／予選ラウンド3勝

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 5名 17名

監督

中川  文一 なかがわ  ふみかず

昭和22年10月6日（62歳） 京都府 男

①田辺町立田辺中学校（京都府）→府立
京都城南高校（京都府）
②㈶日本バスケットボール協会
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

後藤  敏博 ごとう  としひろ

昭和41年9月10日（43歳） 福岡県 男

①福岡市立百道中学校（福岡県）→県立
修猷館高校（福岡県）→中央大学
②トヨタ自動車㈱

コーチ

加藤  雅規 かとう  まさのり

昭和43年11月21日（41歳） 静岡県 男

①福田町立福田中学校（静岡県）→県立
磐田商業高校（静岡県）→愛知学泉大
学→中京女子大学大学院
②アイシン・エィ・ダブリュ㈱

選手

富田  卓弥 とみだ  たくや

昭和61年10月25日（23歳） 埼玉県 男

①横瀬町立横瀬中学校（埼玉県）→私立
昌平高校（埼玉県）→筑波大学
②㈱東芝
③198cm
④95kg
⑦3位／予選ラウンド3勝
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トレーナー

清水  結 しみず  ゆう

昭和52年2月7日（32歳） 東京都 女

①狛江市立第二中学校（東京都）→私立
関東国際高校（東京都）→日本体育大
学

②㈶日本バスケットボール協会
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

総務

佐藤  未保 さとう  みほ

昭和54年10月24日（30歳） 広島県 女

①福山市立東中学校（広島県）→県立福
山明王台高校（広島県）→マウントユ
ニオンカレッジ→ユナイテッドステ
イツスポーツアカデミー

②㈶日本バスケットボール協会

選手

櫻田  佳恵 さくらだ  よしえ

昭和59年6月5日（25歳） 静岡県 女

①私立常葉学園中学校（静岡県）→私立
常葉学園高校（静岡県）

②トヨタ自動車㈱
③170cm
④63kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

内海  亮子 うつみ  りょうこ

昭和60年9月26日（24歳） 北海道 女

①登別市立緑葉中学校（北海道）→私立
桜花学園高校（愛知県）

②㈱ジャパンエナジー
③175cm
④68kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

石川  麻衣 いしかわ  まい

昭和60年4月11日（24歳） 茨城県 女

①日立市立大久保中学校（茨城県）→私
立明秀日立高校（茨城県）→日本体育
大学
②富士通㈱
③180cm
④71kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

諏訪  裕美 すわ  ひろみ

昭和60年12月5日（24歳） 大阪府 女

①大阪市立友渕中学校（大阪府）→私立
桜花学園高校（愛知県）
②㈱ジャパンエナジー
③183cm
④84kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

浦島  慧子 うらしま  さとこ

昭和61年5月6日（23歳） 大阪府 女

①私立羽衣学園中学校（大阪府）→私立
桜花学園高校（愛知県）
②㈱デンソー
③180cm
④66kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

藤吉  佐緒里 ふじよし  さおり

昭和62年4月9日（22歳） 福岡県 女

①熊本市立桜木中学校（熊本県）→私立
中村学園女子高校（福岡県）
②㈱シャンソン化粧品
③178cm
④67kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗
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選手

間宮  佑圭 まみや  ゆか

平成2年4月3日（19歳） 長崎県 女

①私立東京成徳大中学校（東京都）→私
立東京成徳大高校（東京都）
②㈱ジャパンエナジー
③184cm
④73kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

吉田  亜沙美 よしだ  あさみ

昭和62年10月9日（22歳） 東京都 女

①私立東京成徳大中学校（東京都）→私
立東京成徳大高校（東京都）
②㈱ジャパンエナジー
③165cm
④64kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

山田  茉美 やまだ  まみ

昭和63年4月13日（21歳） 埼玉県 女

①私立東京成徳大中学校（東京都）→私
立東京成徳大高校（東京都）
②㈱日立ハイテクノロジーズ
③175cm
④66kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

高橋  礼華 たかはし  れいか

昭和63年4月14日（21歳） 福島県 女

①福島市立平野中学校（福島県）→県立
福島西高校（福島県）
②㈱日本航空インターナショナル
③177cm
④65kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

中畑  恵里 なかはた  えり

昭和63年9月15日（21歳） 神奈川県 女

①横浜市立岡津中学校（神奈川県）→県
立金沢総合高校（神奈川県）
②富士通㈱
③165cm
④59kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗

選手

髙田  真希 たかだ  まき

平成元年8月23日（20歳） 愛知県 女

①豊橋市立豊橋北部中学校（愛知県）→
私立桜花学園高校（愛知県）
②㈱デンソー
③183cm
④74kg
⑦3位／予選ラウンド3勝1敗


