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CYCLING

自 転 車

男子選手 女子選手 役  員 合  計

9名 5名 5名 19名

監督

髙橋  松吉 たかはし  まつよし

昭和30年9月13日（54歳） 秋田県 男

①横手市立横手第一中学校（秋田県）→
県立大曲東高校（秋田県）
②㈱FORZA

トレーナー

柳  浩史 やなぎ  こうじ

昭和31年2月4日（53歳） 山口県 男

①防府市立国府中学校（山口県）→県立
山口農業高校（山口県）→東洋鍼灸専
門学校
②小守スポーツマッサージ療院
⑥アスレティックトレーナー

コーチ

佐藤  康彦 さとう  やすひこ

昭和30年3月1日（54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ソニー生命保険㈱

選手

飯島  誠 いいじま  まこと

昭和46年2月12日（38歳） 東京都 男

①八王子市立第五中学校（東京都）→都
立八王子工業高校（東京都）→中央大
学
②チーム  ブリヂストン・アンカー
③169cm
④63kg
⑦ロードレース14位、チームタイムト
ライアル1位1:38:38.84

コーチ

宮城  力 みやぎ  ちから

昭和42年5月31日（42歳） 東京都 男

①世田谷区立池尻中学校（東京都）→私
立科学技術学園高校（東京都）
②㈱ストレートシックス

選手

盛  一大 もり  かずひろ

昭和57年9月17日（27歳） 千葉県 男

①我孫子市立湖北台中学校（千葉県）→
県立取手第一高校（茨城県）→日本大
学
②愛三工業レーシングチーム
③175cm
④66kg
⑦ロードレース途中棄権、チームタイ
ムトライアル1位1:38:38.84

ドクター

小林  裕幸 こばやし  ひろゆき

昭和40年5月19日（44歳） 北海道 男

①帯広市立第五中学校（北海道）→道立
帯広柏葉高校（北海道）→防衛医科大
学校
②筑波大学附属病院水戸地域医療教育
センター
⑥スポーツドクター
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選手

井上  和郎 いのうえ  かずお

昭和56年2月17日（28歳） 福井県 男

①福井市立大東中学校（福井県）→県立
羽水高校（福井県）→福井大学

②チームNIPPO-COLNAGO
③168cm
④63kg
⑦ロードレース4位、チームタイムトラ
イアル1位1:38:38.84

選手

吉田  隼人 よしだ  はやと

平成元年5月19日（20歳） 奈良県 男

①桜井市立桜井中学校（奈良県）→県立
榛生昇陽高校（奈良県）→鹿屋体育大
学（2年）

②鹿屋体育大学
③173cm
④66kg
⑦ロードレース途中棄権、チームタイ
ムトライアル1位1:38:38.84

選手

三瓶  将廣 さんぺい  まさひろ

平成2年5月2日（19歳） 神奈川県 男

①川崎市立臨港中学校（神奈川県）→私
立日体荏原高校（東京都）

②RED LINE
③170cm
④75kg
⑦BMX2位30.745

選手

芦田  史朗 あしだ  しろう

昭和47年6月26日（37歳） 大阪府 男

①千葉市立朝日ヶ丘中学校（千葉県）→
県立千葉北高校（千葉県）

②生活共同組合コープしが
③167cm
④62kg
⑦サイクルフィギュア・シングル4位
104.39、サイクルフィギュア・ペア
4位41.09

選手

芝山  耕輔 しばやま  こうすけ

昭和57年4月27日（27歳） 東京都 男

①品川区立城南中学校（東京都）→都立
日比谷高校（東京都）→東京工業大学
→東京工業大学大学院
②㈱パーク
③162cm
④62kg
⑦サイクルフィギュア・シングル6位
32.39

選手

木下  直也 きのした  なおや

昭和49年2月24日（35歳） 大阪府 男

①貝塚市立貝塚第四中学校（大阪府）→
府立佐野高校日根野校（大阪府）→桃
山学院大学
②日本バルカー工業㈱
③173cm
④70kg
⑦サイクルサッカー1位

選手

松田  鋼 まつだ  こう

昭和52年9月30日（32歳） 千葉県 男

①豊中市立第十一中学校（大阪府）→県
立東葛飾高校（千葉県）→東京工業大
学→東京工業大学大学院
②㈱カシオ日立モバイルコミュニケー
ションズ
③174cm
④64kg
⑦サイクルサッカー1位

選手

西  加奈子 にし  かなこ

昭和45年12月13日（38歳） 静岡県 女

①掛川市立北中学校（静岡県）→県立掛
川西高校（静岡県）→日本大学短期大
学部→二松学舎大学
②TEAM FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS
③158cm
④49kg
⑦ロードレース10位3:02:17
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選手

三輪  郁佳 みわ  あやか

昭和63年12月23日（20歳） 広島県 女

①東広島市立磯松中学校（広島県）→県
立河内高校（広島県）
②㈱伯和
③158cm
④57kg
⑦BMX2位36.807

選手

堀井  和美 ほりい  かずみ

昭和46年11月4日（38歳） 滋賀県 女

①草津市立松原中学校（滋賀県）→私立
ノートルダム女学院高校（京都府）→
龍谷大学
②滋賀県立成人病センター
③166cm
④55kg
⑦サイクルフィギュア・シングル4位
62.03、サイクルフィギュア・ペア4
位41.09

選手

佐藤  凪沙 さとう  なぎさ

平成6年5月9日（15歳） 京都府 女

①京都市立西ノ京中学校（京都府・3年）
②京都市立西ノ京中学校
③156cm
④47kg
⑦サイクルフィギュア・シングル6位
40.07

選手

萩原  麻由子 はぎわら  まゆこ

昭和61年10月16日（23歳） 群馬県 女

①前橋市立第七中学校（群馬県）→県立
伊勢崎女子高校（群馬県）→鹿屋体育
大学
②サイクルベースあさひレーシング
③168cm
④55kg
⑦ロードレース4位2:43:41

TABLE TENNIS

卓  球

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 5名 4名 13名

監督

宮﨑  義仁 みやざき  よしひと

昭和34年4月8日（50歳） 長崎県 男

①長崎市立淵中学校（長崎県）→私立鎮
西学院高校（長崎県）→近畿大学
②㈶日本卓球協会
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卓球上級コーチ

監督

村上  恭和 むらかみ  やすかず

昭和32年12月9日（51歳） 広島県 男

①尾道市立向東中学校（広島県）→私立
近大附属福山高校（広島県）→近畿大
学
②日本生命保険相互会社
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卓球上級コーチ

コーチ

佐藤  正喜 さとう  まさき

昭和36年12月7日（47歳） 青森県 男

①六ヶ所村立泊中学校（青森県）→県立
三本木高校（青森県）→大正大学
②日産自動車㈱
⑤アシスタントナショナルコーチ
⑥卓球上級コーチ
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選手

平野  早矢香 ひらの  さやか

昭和60年3月24日（24歳） 栃木県 女

①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）
②㈱ミキハウス
③158cm
④54kg
⑦シングルス準々決勝敗退、団体戦準
決勝敗退3位

選手

福原  愛 ふくはら  あい

昭和63年11月1日（21歳） 宮城県 女

①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
（3年）
②ANA
③155cm
④48kg
⑦シングルス準々決勝敗退、ダブルス
1位、団体戦準決勝敗退3位

選手

石川  佳純 いしかわ  かすみ

平成5年2月23日（16歳） 福岡県 女

①私立四天王寺羽曳が丘中学校（大阪
府）→私立四天王寺高校（大阪府・2年）
②㈱ミキハウス
③157cm
④50kg
⑦ダブルス1位、ミックスダブルス準決
勝敗退3位、団体戦準決勝敗退3位

選手

水谷  隼 みずたに  じゅん

平成元年6月9日（20歳） 静岡県 男

①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）

②明治大学
③172cm
④66kg
⑦シングルス準々決勝敗退、ダブルス
準決勝敗退3位、団体戦2位

選手

吉田  海偉 よしだ  かいい

昭和56年5月16日（28歳） 中華人民共和国 男

①私立青森山田高校（青森県）→青森短
期大学

③179cm
④73kg
⑦シングルス準々決勝敗退、ダブルス
準々決勝敗退、団体戦2位

選手

岸川  聖也 きしかわ  せいや

昭和62年5月21日（22歳） 福岡県 男

①私立仙台育英秀光中学校（宮城県）→
私立仙台育英高校（宮城県）

②㈱スヴェンソン
③168cm
④68kg
⑦ダブルス準決勝敗退3位、ミックスダ
ブルス準決勝敗退3位、団体戦2位

トレーナー

米沢  和洋 よねざわ  かずひろ

昭和39年7月30日（45歳） 広島県 男

①広島市立可部中学校（広島県）→県立
可部高校（広島県）→大阪体育大学→
広島大学大学院

②㈱ATHER
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

選手

松平  賢二 まつだいら  けんじ

平成元年4月6日（20歳） 石川県 男

①私立青森山田中学校（青森県）→私立
青森山田高校（青森県）→青森大学（2
年）
②青森大学
③172cm
④68kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、ミックスダ
ブルス準々決勝敗退、団体戦2位
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選手

藤井  寛子 ふじい  ひろこ

昭和57年10月18日（27歳） 奈良県 女

①私立四天王寺中学校（大阪府）→私立
四天王寺高校（大阪府）→淑徳大学
②日本生命保険相互会社
③166cm
④58kg
⑦ダブルス2位、団体戦準決勝敗退3位

選手

若宮  三紗子 わかみや  みさこ

平成元年6月23日（20歳） 香川県 女

①三豊町立高瀬中学校（香川県）→私立
尽誠学園高校（香川県）
②日本生命相互保険会社
③152cm
④49kg
⑦ダブルス2位、ミックスダブルス準々
決勝敗退、団体戦準決勝敗退3位

JUDO

柔  道

男子選手 女子選手 役  員 合  計

7名 7名 7名 21名

チームリーダー

斉藤  仁 さいとう  ひとし

昭和36年1月2日（48歳） 青森県 男

①青森市立筒井中学校（青森県）→私立
国士舘高校（東京都）→国士舘大学
②国士舘大学

監督

賀持  道明 かもち  みちあき

昭和45年1月16日（39歳） 埼玉県 男

①蕨市立第一中学校（埼玉県）→県立大
宮工業高校（埼玉県）→日本大学
②日本中央競馬会

コーチ

金丸  雄介 かなまる  ゆうすけ

昭和54年9月14日（30歳） 石川県 男

①鶴来町立北辰中学校（石川県）→県立
津幡高校（石川県）→筑波大学→筑波
大学大学院
②学校法人了徳寺学園
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選手

高木  海帆 たかぎ  かいはん

平成2年10月15日（19歳） オーストラリア 男

①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（1年）
②東海大学
③182cm
④100kg
⑦100kg級1位

選手

西山  将士 にしやま  まさし

昭和60年7月9日（24歳） 山口県 男

①北九州市立守恒中学校（福岡県）→私
立国士舘高校（東京都）→国士舘大学
②新日本製鐵㈱
③178cm
④90kg
⑦90kg級1位

選手

海老  泰博 えび  やすひろ

平成元年2月27日（20歳） 富山県 男

①小杉町立小杉中学校（富山県）→県立
小杉高校（富山県）→東海大学（3年）
②東海大学
③172cm
④81kg
⑦81kg級3位

監督

出口  達也 でぐち  たつや

昭和37年4月21日（47歳） 富山県 男

①小杉町立小杉中学校（富山県）→県立
小杉高校（富山県）→筑波大学→筑波
大学大学院

②広島大学

コーチ

南條  充寿 なんじょう  みつとし

昭和47年4月30日（37歳） 愛媛県 男

①松山市立道後中学校（愛媛県）→私立
新田高校（愛媛県）→筑波大学→筑波
大学大学院

②仙台大学
⑥柔道コーチ

トレーナー

斎藤  雅 さいとう  まさる

昭和58年1月6日（26歳） 東京都 男

①福生市立福生第一中学校（東京都）→
都立昭和高校（東京都）

②㈱グローバルスポーツ医学研究所

トレーナー

大西  孝敏 おおにし  たかとし

昭和55年5月20日（29歳） 北海道 男

①室蘭市立成徳中学校（北海道）→道立
北海道室蘭清水丘高校（北海道）

②㈱グローバルスポーツ医学研究所

選手

高井  洋平 たかい  ようへい

昭和57年8月27日（27歳） 神奈川県 男

①私立国士舘中学校（東京都）→私立国
士舘高校（東京都）→国士舘大学
②旭化成㈱
③182cm
④137kg
⑦100kg超級1位、無差別2位
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選手

上野  巴恵 うえの  ともえ

平成元年11月1日（20歳） 北海道 女

①旭川市立六合中学校（北海道）→道立
北海道旭川南高校（北海道）
②三井住友海上火災保険㈱
③168cm
④70kg
⑦70kg級5位

選手

田中  美衣 たなか  みき

昭和62年10月20日（22歳） 滋賀県 女

①長浜市立西中学校（滋賀県）→私立京
都成安高校（京都府）→仙台大学（4年）
②仙台大学
③158cm
④63kg
⑦63Kg級1位

選手

宇髙  菜絵 うだか  なえ

昭和60年3月6日（24歳） 愛媛県 女

①西条市立西条北中学校（愛媛県）→県
立宇和島東高校（愛媛県）→帝京大学
②コマツ
③160cm
④57kg
⑦57kg級1位

選手

小倉  武蔵 おぐら  むさし

平成元年10月20日（20歳） 愛媛県 男

①東温市立川内中学校（愛媛県）→私立
埼玉栄高校（埼玉県）→筑波大学（2年）
②筑波大学
③167cm
④66kg
⑦66kg級1位

選手

浅野  大輔 あさの  だいすけ

昭和59年3月11日（25歳） 富山県 男

①小杉町立小杉中学校（富山県）→県立
小杉高校（富山県）→東海大学
②自衛隊体育学校
③163cm
④60kg
⑦60kg級2位

選手

立山  真衣 たてやま  まい

昭和61年6月14日（23歳） 熊本県 女

①八代市立第七中学校（熊本県）→県立
熊本西高校（熊本県）→東海大学
②㈱フォーリーフジャパン
③171cm
④118kg
⑦78kg超級3位、無差別5位

選手

秋本  啓之 あきもと  ひろゆき

昭和61年1月31日（23歳） 熊本県 男

①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
②学校法人了徳寺学園
③168cm
④73kg
⑦73kg級1位

選手

池田  ひとみ いけだ  ひとみ

昭和60年7月10日（24歳） 沖縄県 女

①南風原町立南風原中学校（沖縄県）→
私立淑徳高校（東京都）→埼玉大学→
埼玉大学大学院（2年）
②自衛隊体育学校
③158cm
④76kg
⑦78kg級1位
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選手

加賀谷  千保 かがや  ちほ

平成2年4月19日（19歳） 静岡県 女

①静岡市立観山中学校（静岡県）→私立
藤枝順心高校（静岡県）→山梨学院大
学（1年）

②山梨学院大学
③159cm
④52kg
⑦52kg級1位

選手

浅見  八瑠奈 あさみ  はるな

昭和63年4月12日（21歳） 愛媛県 女

①伊予市立港南中学校（愛媛県）→私立
新田高校（愛媛県）→山梨学院大学（3
年）

②山梨学院大学
③152cm
④48kg
⑦48Kg級1位

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

昭和39年12月5日（45歳） 大韓民国 男

①全州西中学校（韓国）→全州農林高校
（韓国）→韓国体育大学→韓国体育大
学大学院
②㈶日本バドミントン協会
⑤ナショナルコーチ

コーチ

中島  慶 なかしま  けい

昭和37年5月28日（47歳） 中華人民共和国 男

①杭州市第一中学校（中国）→杭州市第
一高校（中国）→龍谷大学
②三洋電機㈱
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

町田  文彦 まちだ  ふみひこ

昭和44年3月17日（40歳） 栃木県 男

①東松山市立松山中学校（埼玉県）→県
立上尾高校（埼玉県）→法政大学
②東日本電信電話㈱
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コーチ

舛田  圭太 ますだ  けいた

昭和54年2月27日（30歳） 東京都 男

①金沢市立犀生中学校（石川県）→金沢
市立工業高校（石川県）→日本体育大
学
②トナミ運輸㈱
⑤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

西  祐子 にし  ゆうこ

昭和47年6月8日（37歳） 大阪府 女

①青山町立青山中学校（三重県）→県立
上野高校（三重県）→米国イリノイ大
学→米国インディアナ州立大学大学
院
②㈶日本バドミントン協会
⑥アスレティックトレーナー

選手

田児  賢一 たご  けんいち

平成元年7月16日（20歳） 埼玉県 男

①私立埼玉栄中学校（埼玉県）→私立埼
玉栄高校（埼玉県）
②東日本電信電話㈱
③175cm
④71kg
⑦シングルス1回戦敗退、団体戦準決勝
敗退3位

コーチ

米倉  加奈子 よねくら  かなこ

昭和51年10月29日（33歳） 東京都 女

①立川市立立川第八中学校（東京都）→
私立常総学院高校（茨城県）→つくば
国際大学
②ダイドードリンコ㈱
⑤アシスタントナショナルコーチ

選手

佐々木  翔 ささき  しょう

昭和57年6月30日（27歳） 北海道 男

①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
学短期大学部
②トナミ運輸㈱
③171cm
④75kg
⑦シングルス準々決勝敗退、団体戦準
決勝敗退3位

選手

佐伯  浩一 さえき  こういち

昭和58年6月12日（26歳） 岡山県 男

①倉敷市立連島中学校（岡山県）→県立
水島工業高校（岡山県）→日本大学
②東日本電信電話㈱
③180cm
④64kg
⑦団体戦準決勝敗退3位

選手

古財  和輝 こざい  かずてる

昭和61年1月25日（23歳） 熊本県 男

①菊陽町立武蔵ヶ丘中学校（熊本県）→
私立熊本学園大学付属高校（熊本県）
→日本体育大学
②トナミ運輸㈱
③178cm
④71kg
⑦団体戦準決勝敗退3位

選手

山田  和司 やまだ  かずし

昭和62年2月21日（22歳） 愛媛県 男

①新居浜市立角野中学校（愛媛県）→私
立小松原高校（埼玉県）→日本体育大
学
②日本ユニシス㈱
③168cm
④61kg
⑦団体戦準決勝敗退3位



日本代表選手団名簿

313The 5th East Asian Games Hong Kong 2009

選手

後藤  愛 ごとう  あい

昭和58年10月20日（26歳） 岐阜県 女

①岐南町立岐南中学校（岐阜県）→県立
岐阜商業高校（岐阜県）→東海女子大
学
②東日本電信電話㈱
③152cm
④52kg
⑦シングルス準々決勝敗退、団体戦準々
決勝敗退

選手

佐藤  冴香 さとう  さやか

平成3年3月29日（18歳） 宮城県 女

①仙台市立第一中学校（宮城県）→私立
常盤木学園高校（宮城県）→日本体育
大学（1年）
②日本体育大学
③171cm
④69kg
⑦シングルス1回戦敗退、団体戦準々決
勝敗退

選手

廣瀬  栄理子 ひろせ  えりこ

昭和60年3月16日（24歳） 兵庫県 女

①猪名川町立中谷中学校（兵庫県）→私
立青森山田高校（青森県）
②三洋電機㈱
③163cm
④55kg
⑦団体戦準々決勝敗退

選手

早川  賢一 はやかわ  けんいち

昭和61年4月5日（23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）→日本大学

②日本ユニシス㈱
③177cm
④81kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦準決
勝敗退3位

選手

平田  典靖 ひらた  のりやす

昭和58年11月17日（26歳） 富山県 男

①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

②トナミ運輸㈱
③180cm
④75kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦準決
勝敗退3位、ミックスダブルス準々決
勝敗退

選手

橋本  博且 はしもと  ひろかつ

昭和60年12月18日（23歳） 熊本県 男

①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

②トナミ運輸㈱
③178cm
④75kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦準決
勝敗退3位

選手

数野  健太 かずの  けんた

昭和60年11月25日（24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）→日本大学

②日本ユニシス㈱
③171cm
④70kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦準決
勝敗退3位

選手

池田  信太郎 いけだ  しんたろう

昭和55年12月27日（28歳） 福岡県 男

①岡垣町立岡垣中学校（福岡県）→私立
九州国際大学付属高校（福岡県）→筑
波大学
②日本ユニシス㈱
③176cm
④68kg
⑦団体戦準決勝敗退3位、ミックスダブ
ルス1回戦敗退
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選手

内藤  真実 ないとう  まみ

昭和61年12月25日（22歳） 神奈川県 女

①津久井町立串川中学校（神奈川県）→
県立元石川高校（神奈川県）→日本体
育大学
②三洋電機㈱
③172cm
④65kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦準々
決勝敗退

選手

潮田  玲子 しおた  れいこ

昭和58年9月30日（26歳） 福岡県 女

①苅田町立新津中学校（福岡県）→私立
九州国際大学付属高校（福岡県）
②三洋電機㈱
③166cm
④58kg
⑦団体戦準々決勝敗退、ミックスダブ
ルス1回戦敗退

選手

栗原  文音 くりはら  あやね

平成元年9月27日（20歳） 福岡県 女

①北九州市立中央中学校（福岡県）→私
立九州国際大学付属高校（福岡県）
②日本ユニシス㈱
③172cm
④60kg
⑦団体戦準々決勝敗退

選手

藤井  瑞希 ふじい  みずき

昭和63年8月5日（21歳） 熊本県 女

①芦北町立湯浦中学校（熊本県）→私立
青森山田高校（青森県）
②NECセミコンダクターズ九州・山口
㈱
③160cm
④61kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦準々
決勝敗退

選手

垣岩  令佳 かきいわ  れいか

平成元年7月19日（20歳） 熊本県 女

①大津市立日吉中学校（滋賀県）→私立
青森山田高校（青森県）
②NECセミコンダクターズ九州・山口
㈱
③166cm
④65kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦準々
決勝敗退

選手

関谷  真由 せきや  まゆ

昭和62年2月25日（22歳） 愛媛県 女

①新居浜市立中荻中学校（愛媛県）→私
立九州国際大学付属高校（福岡県）→
早稲田大学
②三洋電機㈱
③169cm
④59kg
⑦団体戦準々決勝敗退

選手

松尾  静香 まつお  しずか

昭和61年11月24日（23歳） 大阪府 女

①大阪市立瓜破西中学校（大阪府）→私
立此花学院高校（大阪府）
②三洋電機㈱
③157cm
④55kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦準々
決勝敗退、ミックスダブルス準々決
勝敗退


