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BOWLING

ボウリング

男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 6名 3名 15名

監督

相澤  隆也 あいざわ  たかや

昭和21年3月6日（63歳） 神奈川県 男

①私立芝中学校（東京都）→私立芝高校
（東京都）→成蹊大学
②㈶全日本ボウリング協会
⑥ボウリング指導員

選手

髙橋  俊彦 たかはし  としひこ

昭和58年9月5日（26歳） 大阪府 男

①大阪市立友渕中学校（大阪府）→私立
大阪産業大学附属高校（大阪府）
②昭和コンクリート工業㈱
③171cm
④60kg
⑦シングルス1位1446P、ダブルス15
位2398P、トリオ3位4041P、5人チ
ーム3位6282P、オールイベンツ4位
5400P、マスターズ14位3381P

コーチ

下地  一秀 しもじ  かずひで

昭和35年10月2日（49歳） 沖縄県 男

①私立熊本マリスト学園中等部（熊本
県）→私立熊本マリスト学園高等部
（熊本県）→法政大学
②㈱北谷シーサイドリゾート  シーサ
イドボウルミハマ

選手

佐々木  智之 ささき  ともゆき

昭和61年7月18日（23歳） 神奈川県 男

①横浜市立小田中学校（神奈川県）→県
立金沢総合高校（神奈川県）→神奈川
大学
②㈱プリンスホテル
③177cm
④70kg
⑦シングルス5位1419P、ダブルス1
位2596P、トリオ3位4041P、5人チ
ーム3位6282P、オールイベンツ3位
5407P、マスターズ決勝3位165P／
ポジションラウンド3702P

総務

荒井  義之 あらい  よしゆき

昭和40年7月13日（44歳） 東京都 男

①私立慶応義塾普通部（神奈川県）→私
立中央大学高校（東京都）→中央大学

②㈶全日本ボウリング協会
⑥ボウリングコーチ

選手

川添  奨太 かわぞえ  しょうた

昭和64年1月4日（20歳） 福岡県 男

①福岡市立三筑中学校（福岡県）→私立
福岡第一高校（福岡県）→福岡経済大
学（3年）
②福岡経済大学
③165cm
④90kg
⑦シングルス25位1219P、ダブルス7
位2501P、トリオ4位3874P、5人チ
ーム3位6282P、オールイベンツ14
位5096P、マスターズ11位3455P

選手

山下  知且 やました  ともかつ

昭和57年12月5日（27歳） 長崎県 男

①小浜町立小浜中学校（長崎県）→県立
小浜高校（長崎県）→國學院大學
②長崎県立長崎鶴洋高校
③182cm
④87kg
⑦シングルス23位1226P、ダブルス7
位2501P、トリオ4位3874P、5人チ
ーム3位6282P、オールイベンツ28
位4812P
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選手

武本  真明 たけもと  まさあき

昭和56年5月28日（28歳） 大阪府 男

①寝屋川市立第二中学校（大阪府）→府
立西寝屋川高校（大阪府）
②パレ・フタバ㈱
③181cm
④110kg
⑦シングルス11位1365P、ダブルス15
位2398P、トリオ3位4041P、5人チ
ーム3位6282P、オールイベンツ12
位5163P、マスターズ13位3391P

選手

藤井  信人 ふじい  のぶひと

昭和62年9月2日（22歳） 神奈川県 男

①茅ヶ崎市立赤羽根中学校（神奈川県）
②藤井工業
③172cm
④65kg
⑦シングルス37位1075P、ダブルス1
位2596P、トリオ4位3874P、5人チ
ーム3位6282P、オールイベンツ23
位4917P

選手

中野  麻希 なかの  まき

昭和60年3月19日（24歳） 静岡県 女

①富士市立吉原第三中学校（静岡県）→
県立富士東高校（静岡県）→横浜国立
大学
②㈱マルハン
③152cm
④51kg
⑦シングルス11位1236P、ダブルス8
位2374P、トリオ7位3560P、5人チ
ーム3位6057P、オールイベンツ17
位4796P

選手

片井  文乃 かたい  あやの

昭和52年7月9日（32歳） 静岡県 女

①静岡市立観山中学校（静岡県）→県立
静岡城北高校（静岡県）→静岡県立大
学
②静活㈱
③156cm
④53kg
⑦シングルス8位1257P、ダブルス7位
2383P、トリオ3位3797P、5人チー
ム3位6057P、オールイベンツ14位
4833P、マスターズ8位3402P

選手

大石  奈緒 おおいし  なお

昭和61年9月22日（23歳） 山形県 女

①天童市立第三中学校（山形県）→私立
山形電波工業高校（山形県）
②㈱マルヰ  山形ファミリーボウル
③157cm
④48kg
⑦シングルス5位1338P、ダブルス8位
2374P、トリオ3位3797P、5人チー
ム3位6057P、オールイベンツ4位
5146P、マスターズ9位3332P

選手

石嶺  可奈子 いしみね  かなこ

昭和56年1月16日（28歳） 沖縄県 女

①名護市立大宮中学校（沖縄県）→県立
名護高校（沖縄県）→京都産業大学
②SOLA沖縄学園
③155cm
④53kg
⑦シングルス20位1159P、ダブルス9
位2353P、トリオ7位3560P、オー
ルイベンツ25位4516P

選手

向谷  美咲 むこうたに  みさき

平成4年4月25日（17歳） 神奈川県 女

①市川市立南行徳中学校（千葉県）→私
立千葉明徳高校（千葉県・2年）
②私立千葉明徳高校
③156cm
④59kg
⑦シングルス3位1367P、ダブルス9
位2353P、トリオ7位3560P、5人チ
ーム3位6057P、オールイベンツ6位
5058P、マスターズ5位3705P

選手

松田  悠 まつだ  はるか

昭和54年11月7日（30歳） 北海道 女

①札幌市立南が丘中学校（北海道）→私
立札幌商業高校（北海道）→札幌お茶
の水医療秘書歯科助手専門学校
②サッポロテイセンボウル
③153cm
④56kg
⑦シングルス4位1362P、ダブルス7位
2383P、トリオ3位3797P、5人チー
ム3位6057P、オールイベンツ9位
4951P、マスターズ6位3568P
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WUSHU

武術太極拳

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 3名 11名

監督

谷川  大 たにかわ  まさる

昭和35年12月24日（48歳） 東京都 男

①三鷹市立第4中学校（東京都）→都立
清瀬高校（東京都）→二松学舎大学

②㈳日本武術太極拳連盟

選手

田村  良太 たむら  りょうた

昭和63年4月5日（21歳） 東京都 男

①蕨市立第2中学校（埼玉県）→私立栄
東高校（埼玉県）→早稲田大学（3年）
②早稲田大学
③174cm
④62kg
⑦套路太極拳＆太極剣5位19.33P

コーチ

孫  建明 ソン  ケンメイ

昭和34年12月22日（49歳） 中華人民共和国 男

①北京市立北海中学校（中国）→北京市
立北海高校（中国）→北京体育大学

②㈳日本武術太極拳連盟

選手

中田  光紀 なかた  こうき

昭和59年6月25日（25歳） 大阪府 男

①茨木市立養精中学校（大阪府）→府立
福井高校（大阪府）→追手門学院大学
②東京太極拳クラブ
③168cm
④69kg
⑦套路南拳＆南棍／南棍3位19.36P

コーチ

前東  篤子 まえひがし  あつこ

昭和29年11月11日（55歳） 大阪府 女

①大阪市立瑞光中学校（大阪府）→府立
桃谷高校（大阪府）→明治鍼灸柔道整
復専門学校

②NPO法人大阪府武術太極拳連盟

選手

市来崎  大祐 いちきざき  だいすけ

昭和62年2月25日（22歳） 鹿児島県 男

①大阪市立平野中学校（大阪府）→府立
松原高校（大阪府）→大阪体育大学
②大阪体育大学
③168cm
④62kg
⑦套路長拳2位9.75P、套路刀術＆棍術
／刀術4位19.51P

選手

関屋  賢大 せきや  よしひろ

昭和63年4月26日（21歳） 大阪府 男

①箕面市立第4中学校（大阪府）→府立
箕面東高校（大阪府）→大阪国際大学
（3年）
②大阪国際大学
③167cm
④58kg
⑦套路太極拳＆太極剣7位18.95P
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選手

宮岡  愛 みやおか  あい

昭和59年11月24日（25歳） 神奈川県 女

①横浜市立吉田中学校（神奈川県）→県
立横浜立野高校（神奈川県）→横浜市
立横浜商業高校美容科
②日本太極拳友会
③153cm
④49kg
⑦套路太極拳＆太極剣5位19.14P

選手

佐藤  直子 さとう  なおこ

昭和61年3月17日（23歳） 神奈川県 女

①横浜市立松本中学校（神奈川県）→私
立隼人高校（神奈川県）→共立女子大
学
②日本太極拳友会
③164cm
④55kg
⑦套路太極拳＆太極剣4位19.32P

選手

山口  啓子 やまぐち  けいこ

平成2年9月12日（19歳） 大阪府 女

①茨木市立西中学校（大阪府）→府立福
井高校（大阪府）
②スポーツクラブ  Big・S
③156cm
④60kg
⑦套路長拳5位9.70P、套路剣術＆槍術
4位19.11P

選手

森本  閑 もりもと  しずか

平成3年11月23日（18歳） 大阪府 女

①大阪市立井高野中学校（大阪府）→私
立大阪成蹊女子高校（大阪府・3年）
②大阪成蹊女子高校
③162cm
④54kg
⑦套路長拳6位9.61P、套路剣術＆槍術
5位18.90P

SQUASH

スカッシュ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 3名 11名

監督

潮木  仁 うしおぎ  ひとし

昭和33年3月9日（51歳） 静岡県 男

①伊豆市立土肥中学校（静岡県）→私立
日本大学三島高校（静岡県）→日本大
学
②㈱スポーツステーションジン

コーチ

足立  美由紀 あだち  みゆき

昭和35年9月9日（49歳） 京都府 女

①豊中市立第8中学校（大阪府）→府立
豊中高校（大阪府）→神戸女学院
②㈲ボースト

コーチ

山崎  貴行 やまざき  たかゆき

昭和44年7月16日（39歳） 神奈川県 男

①横浜市立新羽中学校（神奈川県）→横
浜市立東高校（神奈川県）→日本体育
大学
②スカッシュマジック㈲
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選手

福井  裕太 ふくい  ゆうた

昭和62年12月21日（21歳） 愛知県 男

①名古屋市立猪高中学校（愛知県）→県
立日進高校（愛知県）

③178cm
④70kg
⑦シングルス準々決勝敗退、ダブルス
準決勝敗退2位、団体戦2位、ミック
スダブルス準決勝敗退3位

選手

机  伸之介 つくえ  しんのすけ

平成元年8月2日（20歳） 神奈川県 男

①横浜市立旭中学校（神奈川県）→県立
旭高校（神奈川県）

②㈱SQ-CUBE／SQ-CUBE PRO
③170cm
④67kg
⑦シングルス準決勝敗退3位、ダブルス
準決勝敗退3位、団体戦2位、ミック
スダブルス準々決勝敗退

選手

清水  孝典 しみず  たかのり

昭和57年10月6日（26歳） 山口県 男

①下関市立勝山中学校（山口県）→私立
九州国際大学附属高校（福岡県）

②㈱SQ-CUBE／SQ-CUBE PRO
③163cm
④62kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦2位

選手

松本  淳 まつもと  じゅん

昭和56年12月14日（27歳） 神奈川県 男

①横浜市立岡津中学校（神奈川県）→横
浜市立鶴見工業高校（神奈川県）

②ルネサンス天王町
③178cm
④60kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦2位

選手

松井  千夏 まつい  ちなつ

昭和52年8月8日（32歳） 神奈川県 女

①川崎市立犬蔵中学校（神奈川県）→私
立松蔭高校（東京都）→日本体育大学
②㈱SQ-CUBE／LAND
③158cm
④54kg
⑦シングルス準決勝敗退3位、ダブルス
準々決勝敗退、団体戦2位、ミックス
ダブルス準決勝敗退3位

選手

小林  海咲 こばやし  みさき

平成2年1月16日（19歳） 東京都 女

①横浜市立田奈中学校（神奈川県）→Sri 
Pelita Secondary School（Penang, 
Malaysia）
②SQ-CUBE PRO
③164cm
④54kg
⑦シングルス準決勝敗退3位、ダブルス
準々決勝敗退、団体戦2位、ミックス
ダブルス準々決勝敗退

選手

大宮  有貴 おおみや  ゆき

昭和52年1月30日（32歳） 東京都 女

①杉並区立向陽中学校（東京都）→都立
永福高校（東京都）→東京家政大学
②㈱スポーツステーションジン
③149cm
④45kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦2位

選手

前川  美和 まえかわ  みわ

昭和56年5月11日（28歳） 千葉県 女

①千葉市立若松中学校（千葉県）→県立
若松高校（千葉県）→東京女子体育大
学
②聚宝堂クララ館
③160cm
④58kg
⑦ダブルス準々決勝敗退、団体戦2位


