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SHOOTING-RIFLE

射撃／ライフル射撃

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 2名 10名

コーチ

Dushanov Emil ドゥシャノフ  エミール

昭和37年4月9日（47歳） ブルガリア 男

①KIRILI METODI（ブルガリア）→VASIL-
LEVSKI（ブルガリア）→ナショナルス
ポーツアカデミー大学

②㈳日本ライフル射撃協会

選手

中重  勝 なかしげ  まさる

昭和38年9月28日（46歳） 広島県 男

①三次市立川地中学校（広島県）→県立
三次高校（広島県）

②広島県警察本部
③176cm
④71kg
⑦10mエアピストル決勝7位668.7P／
予選571P

選手

松田  知幸 まつだ  ともゆき

昭和50年12月12日（33歳） 神奈川県 男

①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）
②神奈川県警察本部
③174cm
④70kg
⑦10mエアピストル決勝3位683.2P／
予選582P

選手

山下  敏和 やました  としかず

昭和52年2月21日（32歳） 徳島県 男

①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
②自衛隊体育学校
③170cm
④70kg
⑦10mエアライフル決勝3位697.5P／
予選594P

選手

牧  征樹 まき  ただし

昭和56年11月9日（28歳） 愛知県 男

①豊田市立上郷中学校（愛知県）→県立
豊田南高校（愛知県）→名古屋工業大
学
②㈱國友銃砲火薬店
③168cm
④52kg
⑦10mエアライフル決勝7位689.2P／
予選588P

選手

森  ゆかり もり  ゆかり

昭和54年1月11日（30歳） 北海道 女

①八雲町立八雲中学校（北海道）→道立
八雲高校（北海道）
②埼玉県ライフル射撃協会
③162cm
④50kg
⑦10mエアピストル予選敗退10位374P

監督

岸髙  清 きしたか  きよし

昭和28年12月31日（55歳） 千葉県 男

①国立千葉大学教育学部付属中学校（千
葉県）→県立千葉高校（千葉県）→早
稲田大学

②JFEセキュリティ㈱
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選手

岩田  聖子 いわた  せいこ

昭和56年3月3日（28歳） 青森県 女

①仙台市立南光台中学（宮城県）→私立
仙台育英学園高校（宮城県）→東洋大
学
②㈱日立情報システムズ
③163cm
④55kg
⑦10mエアライフル予選敗退9位387P

選手

古野本  真希 このもと  まき

昭和59年12月16日（24歳） 埼玉県 女

①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
②㈱日立情報システムズ
③161cm
④52kg
⑦10mエアライフル決勝1位501.4P／
予選397P

選手

毛利  理恵 もうり  りえ

昭和55年7月12日（29歳） 岡山県 女

①蒜山教育事務組合立蒜山中学校（岡
山県）→県立蒜山高校（岡山県）→岡
山ビジネスカレッジ
②岡山県警察本部
③161cm
④69kg
⑦10mエアピストル予選敗退11位372P

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 － 7名 19名

チームリーダー

太田  治 おおた  おさむ

昭和40年3月23日（44歳） 秋田県 男

①西仙北町立刈和野中学校（秋田県）→
県立秋田工業高校（秋田県）→明治大
学
②㈶日本ラグビーフットボール協会

監督

村田  亙 むらた  わたる

昭和43年1月25日（41歳） 福岡県 男

①福岡市立城南中学校（福岡県）→私立
東福岡高校（福岡県）→専修大学→筑
波大学大学院（1年）
②㈶ヤマハ発動機スポーツ振興財団

コーチ

岩渕  健輔 いわぶち  けんすけ

昭和50年12月30日（33歳） 東京都 男

①私立青山学院中等部（東京都）→私立
青山学院高等部（東京都）→青山学院
大学→ケンブリッジ大学
②㈶日本ラグビーフットボール協会
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総務

三浦  東視栄 みうら  くみの

昭和50年2月4日（34歳） 東京都 女

①横浜市立本宿中学校（神奈川県）→県
立綾瀬西高校（神奈川県）→ハワイ大
学ヒロ校

②㈶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

昭和46年5月15日（38歳） 東京都 男

①私立麻布中学校（東京都）→私立麻布
高校（東京都）→日本医科大学

②聖路加国際病院
⑥スポーツドクター

トレーナー

古舘  昌宏 ふるだて  まさひろ

昭和50年8月19日（34歳） 岩手県 男

①宮古市立第一中学校（岩手県）→県立
宮古高校（岩手県）→宇都宮大学→筑
波大学大学院

②㈲リニアート
⑥アスレティックトレーナー

技術スタッフ

代田  香織 しろた  かおり

昭和54年9月10日（30歳） 和歌山県 女

①私立東京家政大学附属女子中学校（東
京都）→私立東京家政大学附属女子
高校（東京都）→東京家政大学

②㈶日本ラグビーフットボール協会

選手

笹倉  康誉 ささくら  やすたか

昭和63年8月4日（21歳） 神奈川県 男

①藤沢市立長後中学校（神奈川県）→私
立向上高校（神奈川県）→関東学院大
学（3年）
②関東学院大学
③183cm
④92kg
⑦1位

選手

夏井  大輔 なつい  だいすけ

昭和63年10月27日（21歳） 秋田県 男

①男鹿市立男鹿南中学校（秋田県）→県
立秋田工業高校（秋田県）→関東学院
大学（3年）
②関東学院大学
③188cm
④90kg
⑦1位

選手

筑城  昌拓 ついき  まさひろ

昭和58年7月26日（26歳） 福岡県 男

①福岡市立友泉中学校（福岡県）→福岡
市立福岡西陵高校（福岡県）→福岡大
学
②コカ・コーラウエスト㈱
③176cm
④88kg
⑦1位

選手

桑水流  裕策 くわずる  ゆうさく

昭和60年10月23日（24歳） 鹿児島県 男

①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
②コカ・コーラウエスト販売機器サー
ビス㈱
③188cm
④94kg
⑦1位



日本代表選手団名簿

318 The 5th East Asian Games Hong Kong 2009

選手

フォラウ  愛世 フォラウ  まなせ

昭和56年5月6日（28歳） トンガ 男

①ツボウ中学（トンガ）→私立埼玉工業
大学深谷高校（埼玉県）→埼玉工業大
学
②埼玉工業大学
③186cm
④105kg
⑦1位

選手

藤谷  淳 ふじや  あつし

昭和57年4月30日（27歳） 秋田県 男

①男鹿市立男鹿南中学校（秋田県）→県
立秋田工業高校（秋田県）→法政大学
②㈱東芝府中事業所
③181cm
④90kg
⑦1位

選手

横山  伸一 よこやま  しんいち

昭和60年10月31日（24歳） 山形県 男

①山形市立第一中学校（山形県）→県立
山形中央高校（山形県）→拓殖大学
②㈱リコー
③180cm
④80kg
⑦1位

選手

和田  耕二 わだ  こうじ

昭和60年4月14日（24歳） 福岡県 男

①福岡市立城南中学校（福岡県）→私立
東福岡高校（福岡県）→法政大学
②トヨタ自動車㈱
③173cm
④76kg
⑦1位

選手

友井川  拓 ともいがわ  ひらく

昭和59年11月25日（25歳） 神奈川県 男

①藤沢市立藤ヶ岡中学校（神奈川県）→
私立法政大学第二高校（神奈川県）→
法政大学
②NTTコミュニケーションズ㈱
③168cm
④67kg
⑦1位

選手

鶴ヶ﨑  好昭 つるがさき  よしあき

平成2年1月9日（19歳） 青森県 男

①東北町立東北東中学校（青森県）→県
立三沢商業高校（青森県）→東海大学
（2年）
②東海大学
③185cm
④97kg
⑦1位

選手

末松  勇喜 すえまつ  ゆうき

昭和60年10月23日（24歳） 愛知県 男

①津島市立神守中学校（愛知県）→県立
津島高校（愛知県）→國學院大学
②本田技研工業㈱
③183cm
④89kg
⑦1位

選手

山本  秀文 やまもと  ひでふみ

昭和59年7月24日（25歳） 福岡県 男

①那珂川町立那珂川中学校（福岡県）→
私立東福岡高校（福岡県）→法政大学
②日本電気㈱
③185cm
④92kg
⑦1位
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RUGBY FOOTBALL (Women)

ラグビーフットボール 【女子】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

－ 12名 3名 15名

コーチ

黒岩  純 くろいわ  じゅん

昭和38年11月2日（46歳） 鹿児島県 男

①垂水市立垂水南中学校（鹿児島県）→
県立鹿屋高校（鹿児島県）→日本体育
大学→日本体育大学大学院

②流通経済大学
⑥ラグビーフットボールコーチ

総務

岸田  則子 きしだ  のりこ

昭和21年3月18日（63歳） 東京都 女

①国立お茶の水附属中学校（東京都）→
国立お茶の水附属高校（東京都）→成
蹊大学

②㈶日本ラグビーフットボール協会

トレーナー

磯  あすか いそ  あすか

昭和50年8月29日（34歳） 東京都 女

①府中市立府中第四中学校（東京都）→
都立調布北高校（東京都）→東京都立
医療技術短期大学

②フィジオセンター

選手

直塚  史子 なおつか  ふみこ

昭和54年4月17日（30歳） 東京都 女

①私立吉祥女子中学校（東京都）→私立
吉祥女子高校（東京都）→東京理科大
学
②世田谷レディース
③155cm
④52kg
⑦2位

選手

岡田  真実 おかだ  まみ

昭和55年2月5日（29歳） 愛知県 女

①名古屋市立桜山中学校（愛知県）→私
立市邨学園高校（愛知県）→平成医療
専門学院
②名古屋レディース
③166cm
④62kg
⑦2位

選手

乾  あゆみ いぬい  あゆみ

昭和52年7月6日（32歳） 大阪府 女

①河合町立河合第一中学校（奈良県）→
県立郡山高校（奈良県）→大阪大学
②兵庫レディース
③166cm
④60kg
⑦2位

選手

鎌多  春香 かまだ  はるか

昭和56年1月29日（28歳） 京都府 女

①京都市立山科中学校（京都府）→府立
洛北高校（京都府）→東海大学
②京都ウィメンズ
③163cm
④55kg
⑦2位
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選手

辻本  つかさ つじもと  つかさ

昭和57年3月1日（27歳） 兵庫県 女

①神戸市立星陵台中学校（兵庫県）→県
立舞子高校（兵庫県）→武庫川女子大
学
②兵庫レディース
③168cm
④62kg
⑦2位

選手

長谷部  直子 はせべ  なおこ

昭和56年3月7日（28歳） 埼玉県 女

①川口市立西中学校（埼玉県）→私立武
南高校（埼玉県）→日本体育大学
②世田谷レディース
③162cm
④52kg
⑦2位

選手

中村  弥生 なかむら  みお

昭和62年3月20日（22歳） 神奈川県 女

①私立清泉女学院（神奈川県）→私立清
泉女学院高校（神奈川県）→日本体育
大学
②日体大RC
③166cm
④62kg
⑦2位

選手

高橋  真弓 たかはし  まゆみ

昭和62年1月25日（22歳） 東京都 女

①国分寺市立第二中学校（東京都）→私
立桜華女学院高校（東京都）→日本体
育大学
②日体大RC
③161cm
④62kg
⑦2位

選手

加藤  慶子 かとう  けいこ

昭和63年8月7日（21歳） 大阪府 女

①大阪市立文の里中学校（大阪府）→私
立大阪工業大学高校（大阪府）→法政
大学（3年）
②世田谷レディース
③162cm
④57kg
⑦2位

選手

鈴木  彩香 すずき  あやか

平成元年9月30日（20歳） 神奈川県 女

①横浜市立寛政中学校（神奈川県）→県
立鶴見高校（神奈川県）→関東学院大
学（2年）
②関東学院大学
③167cm
④60kg
⑦2位

選手

山口  真理恵 やまぐち  まりえ

平成元年10月22日（20歳） 神奈川県 女

①横浜市立寛政中学校（神奈川県）→
県立横浜立野高校（神奈川県）→NIC 
International College in Japan→
Sydney College of English（1年）
②PHOENIX
③159cm
④53kg
⑦2位

選手

井上  愛美 いのうえ  ちかみ

平成3年4月10日（18歳） 千葉県 女

①船橋市立旭中学校（千葉県）→県立鎌
ヶ谷高校（千葉県）→鎌ヶ谷市立鎌ヶ
谷高校（千葉県・3年）
②世田谷レディース
③166cm
④58kg
⑦2位


