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SAILING

セーリング

男子選手 女子選手 役  員 合  計

2名 2名 3名 7名

監督

中村  健次 なかむら  けんじ

昭和39年2月18日（45歳） 茨城県 男

①阿見町立阿見中学校（茨城県）→私立
霞ヶ浦高校（茨城県）→日本大学

②㈶日本セーリング連盟
⑤ナショナルコーチ
⑥セーリング上級コーチ

選手

谷  賢二郎 たに  けんじろう

昭和53年7月31日（31歳） 滋賀県 男

①大津市立日吉中学校（滋賀県）→私立
比叡山高校（滋賀県）
②谷米穀店
③168cm
④66kg
⑦RS：X級8位66P

コーチ

宮野  幹弘 みやの  みきひろ

昭和44年11月22日（40歳） 千葉県 男

①千葉市立天戸中学校（千葉県）→私立
拓殖大学紅陵高校（千葉県）→拓殖大
学

②フォーティファイブアールピーエム
スタジオ㈱

⑥セーリングコーチ

選手

須長  由季 すなが  ゆき

昭和55年12月28日（28歳） 埼玉県 女

①坂戸市立千代田中学校（埼玉県）→私
立星野女子高校（埼玉県）→明治大学
②㈱ミキハウス
③170cm
④66kg
⑦RS：X級3位23P

コーチ

萩原  正大 はぎわら  まさひろ

昭和59年9月24日（25歳） 長野県 男

①茅野市立長峰中学校（長野県）→県立
二葉高校（長野県）→鹿屋体育大学→
鹿屋体育大学大学院（1年）

②鹿屋体育大学大学院

選手

大西  富士子 おおにし  ふじこ

昭和58年12月25日（25歳） 埼玉県 女

①神栖市立神栖第三中学校（茨城県）→
県立佐原高校（千葉県）→桜美林大学
②ティアーズ
③160cm
④55kg
⑦RS：X級4位37P

選手

富澤  慎 とみざわ  まこと

昭和59年7月19日（25歳） 新潟県 男

①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
②関東自動車工業㈱
③181cm
④71kg
⑦RS：X級1位18P
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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

5名 5名 3名 13名

監督

稲垣  英二 いながき  えいじ

昭和47年7月25日（37歳） 埼玉県 男

①さいたま市立大谷場中学校（埼玉県）
→私立埼玉栄高校（埼玉県）→日本大
学
②警視庁  第八機動隊
⑥ウエイトリフティングコーチ

監督

三宅  敏博 みやけ  としひろ

昭和50年6月15日（34歳） 埼玉県 男

①新座市立第2中学校（埼玉県）→私立
埼玉栄高校（埼玉県）→日本大学
②自衛隊体育学校

コーチ

三宅  義行 みやけ  よしゆき

昭和20年9月30日（64歳） 宮城県 男

①村田町立沼辺中学校（宮城県）→県立
大河原高校（宮城県）→法政大学
②㈱光波

選手

朝田  智弘 あさだ  ともひろ

昭和57年12月20日（26歳） 徳島県 男

①吉野町立吉野中学校（徳島県）→県立
貞光高校（徳島県）→明治大学
②警視庁  第八機動隊
③169cm
④74kg
⑦69Kg級4位275kg

選手

吉岡  祐司 よしおか  ゆうじ

昭和59年11月27日（25歳） 長崎県 男

①西海市立大瀬戸中学校（長崎県）→県
立西彼農業高校（長崎県）→九州国際
大学
②自衛隊体育学校
③173cm
④86kg
⑦85Kg級3位320kg

選手

平岡  勇輝 ひらおか  ゆうき

昭和58年1月11日（26歳） 静岡県 男

①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）
②㈶静岡市体育協会
③173cm
④94kg
⑦94Kg級3位330kg

選手

福嶺  佑耶 ふくみね  ゆうや

昭和61年8月7日（23歳） 沖縄県 男

①与那城町立平安座中学校（沖縄県）→
県立中部工業高校（沖縄県）→九州国
際大学（4年）
②九州国際大学
③163cm
④105kg
⑦105Kg級4位325kg
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選手

太田  和臣 おおた  かずおみ

昭和61年7月1日（23歳） 福岡県 男

①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

②九州国際大学
③183cm
④145kg
⑦105Kg超級2位382kg

選手

水落  穂南 みずおち  ほなみ

平成5年2月5日（16歳） 新潟県 女

①北本市立北本中学校（埼玉県）→私立
埼玉栄高校（埼玉県・2年）

②埼玉栄高校
③147cm
④48kg
⑦48Kg級4位168kg

選手／旗手

三宅  宏実 みやけ  ひろみ

昭和60年11月18日（24歳） 埼玉県 女

①新座市立第2中学校（埼玉県）→私立
埼玉栄高校（埼玉県）→法政大学

②アセット・マネジャーズ・ホールデ
ィングス㈱

③146cm
④49kg
⑦53Kg級5位192kg

選手

松本  萌波 まつもと  もえは

昭和61年3月13日（23歳） 千葉県 女

①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

②アセット・マネジャーズ・ホールデ
ィングス㈱

③152cm
④60kg
⑦58Kg級6位188kg

選手

城内  史子 じょうない  ふみこ

昭和60年2月19日（24歳） 岩手県 女

①宮古市立花輪中学校（岩手県）→県立
宮古北高校（岩手県）→早稲田大学
②金沢学院東高校
③163cm
④110kg
⑦75Kg超級4位233kg

選手

嶋本  麻美 しまもと  まみ

昭和62年9月24日（22歳） 和歌山県 女

①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年）
②金沢学院大学
③165cm
④103kg
⑦75Kg超級3位253kg


