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CUE SPORTS

ビリヤード&スヌーカー

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 2名 2名 8名

監督

浪江  隆 なみえ  たかし

昭和18年2月27日（66歳） 京都府 男

①京都市立衣笠中学校（京都府）→私立
立命館高校（京都府）→同志社大学（中
退）
②ビリヤードなみえ

総務

東仙  明彦 とうせん  あきひこ

昭和35年1月2日（49歳） 岡山県 男

①国立岡山大学教育学部付属中学校（岡
山県）→県立岡山朝日高校（岡山県）
→千葉大学（中退）
②㈳日本ビリヤード協会

選手

大井  直幸 おおい  なおゆき

昭和58年1月10日（26歳） 東京都 男

①荒川区立日暮里中学校（東京都）→都
立荒川工業高校（東京都・中退）
②マグスミノエ
③181cm
④67kg
⑦9ボールプールシングル3位

選手

草野  寿 くさの  ひさし

昭和51年11月3日（33歳） 兵庫県 男

①神戸市立垂水東中学校（兵庫県）→県
立須磨友ヶ丘高校（兵庫県）→立命館
大学（中退）
②ビリヤード淡路
③174cm
④85kg
⑦9ボールプールシングル準々決勝敗退

選手

森  陽一郎 もり  よういちろう

昭和35年2月16日（49歳） 京都府 男

①世田谷区立新星中学校（東京都）→都
立駒場高校（東京都）
②ビリヤードアレナ
③169cm
④69kg
⑦ワンクッションカラムシングル1位

選手

町田  正 まちだ  ただし

昭和33年11月27日（51歳） 東京都 男

①八王子市立第六中学校（東京都）
②ビリヤードチャンピオン
③181cm
④87kg
⑦ワンクッションカラムシングル2位

選手

福家  美幸 ふけ  みゆき

昭和54年1月13日（30歳） 香川県 女

①国立香川大学教育学部附属高松中学
校（香川県）→県立大手前高校（香川
県）→徳島文理大学
②ビッグボックスビリヤード
③158cm
④42kg
⑦9ボールプールシングル準々決勝敗退
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選手

河原  千尋 かわはら  ちひろ

昭和60年1月5日（24歳） 大阪府 女

①大阪市立旭陽中学校（大阪府）→大阪
市立汎愛高校（大阪府）

②＋2（プラスツー）
③162cm
④57kg
⑦9ボールプールシングル2位

TAEKWONDO

テコンドー

男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 3名 2名 8名

監督

金  天九 キム  チュング

昭和32年5月6日（52歳） 大韓民国 男

①太田市東明中学校（韓国）→太田市太
田實業高等専門学校（韓国）→木園大
学校（韓国）→木園大学校大学院（韓国）
②全日本テコンドー協会

コーチ

阪口  朗 さかぐち  あきら

昭和32年2月18日（52歳） 大阪府 男

①大阪市立住吉中学校（大阪府）→私立
浪速高校（大阪府）→大阪産業大学
②リンクステコンドーアカデミー
⑤専任コーチングディレクタートップ
アスリート担当

選手

中川  貴哉 なかがわ  たかや

平成3年7月18日（18歳） 大阪府 男

①大阪市立我孫子南中学校（大阪府）→
私立八洲学園高校（大阪府・3年）
②八洲学園高校
③175cm
④54kg
⑦54kg級準決勝敗退3位
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選手

宮川  健太 みやがわ  けんた

昭和61年4月9日（23歳） 神奈川県 男

①平塚市立浜岳中学校（神奈川）→県立
二宮高校（神奈川県）→大東文化大学
（4年）
②大東文化大学
③183cm
④80kg
⑦84kg級準決勝敗退3位（1回戦敗退）

選手

笠原  江梨香 かさはら  えりか

平成2年10月3日（19歳） 静岡県 女

①伊東市立南中学校（静岡県）→県立伊
東高校（静岡県）→大東文化大学（1年）
②大東文化大学
③164cm
④49kg
⑦51kg級準決勝敗退3位

選手

小林  穂奈美 こばやし  ほなみ

平成2年12月19日（18歳） 福岡県 女

①宗像市立玄海中学校（福岡県）→私立
東海大付属第5高校（福岡県）→大阪
経済法科大学（1年）
②大阪経済法科大学
③159cm
④53kg
⑦55kg級準決勝敗退3位

選手

内村  剣悟 うちむら  けんご

昭和62年2月25日（22歳） 福岡県 男

①田川市立猪位金中学校（福岡県）→漢
城高校（韓国）→壇國大学校（韓国・
4年）
②壇國大学校（韓国）
③168cm
④58kg
⑦58kg級準々決勝敗退

選手

服部  麻世 はっとり  まよ

昭和63年10月24日（21歳） 京都府 女

①私立聖母学院中等学校（京都府）→私
立聖母学院高校（京都府）→立命館大
学（3年）
②立命館大学
③169cm
④65kg
⑦67kg級準決勝敗退3位（1回戦敗退）
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DANCESPORT

ダンススポーツ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 6名 3名 15名

チームリーダー

仲野  巽 なかの  たつみ

昭和16年11月30日（68歳） 北海道 男

①札幌市立向稜中学校（北海道）→道立
札幌西高校（北海道）→北海道大学

②㈳日本ダンススポーツ連盟
⑥ダンススポーツコーチ

選手

吉川  竜 よしかわ  りょう

昭和62年12月21日（21歳） 神奈川県 男

①横浜市立本牧中学校（神奈川県）→私
立日本大学付属藤沢高校（神奈川県）
→駒澤大学（4年）
②駒澤大学
③178cm
④66kg
⑦スタンダードタンゴ2位、スタンダー
ドスローフォックストロット3位

監督

水本  泰弘 みずもと  やすひろ

昭和27年8月23日（57歳） 宮崎県 男

①熊本市立湖東中学校（熊本県）→県立
宮崎大宮高校（宮崎県）→上智大学

②AIU保険会社

選手

貫名  強 ぬきな  つよし

昭和58年8月14日（26歳） 愛知県 男

①鶴岡市立鶴岡第一中学校（山形県）→
県立鶴岡南高校（山形県）→電気通信
大学
②㈱ソピア
③174cm
④64kg
⑦スタンダードワルツ2位、スタンダー
ドヴェニーズワルツ3位

総務

伊藤  定 いとう  さだむ

昭和31年11月6日（53歳） 兵庫県 男

①大田区立雪谷中学校（東京都）→私立
芝浦工業大学高校（東京都）→慶応義
塾大学

②㈳日本ダンススポーツ連盟
⑥ダンススポーツコーチ

選手

久保田  弓椰 くぼた  ゆみや

平成3年4月22日（18歳） 北海道 男

①旭川市立啓北中学校（北海道）→私立
旭川実業高校（北海道・3年）
②旭川実業高校
③170cm
④64kg
⑦ラテン5ダンス1位、ラテンジャイブ
1位

選手

石原  正幸 いしはら  まさゆき

昭和59年8月15日（25歳） 東京都 男

①杉並区立高南中学校（東京都）→都立
荻窪高校（東京都）
②㈱ブルボン
③172cm
④57kg
⑦スタンダード5ダンス1位、スタンダ
ードクイックステップ1位



日本代表選手団名簿

330 The 5th East Asian Games Hong Kong 2009

選手

正谷  恒樹 まさたに  つねき

昭和57年10月1日（27歳） 兵庫県 男

①神戸市立伊川谷中学校（兵庫県）→私
立神戸国際大学付属高校（兵庫県）
③179cm
④71kg
⑦ラテンルンバ2位、ラテンパソドブレ
2位

選手

鈴木  佑哉 すずき  ゆうき

平成5年1月21日（16歳） 千葉県 男

①県立大穴中学校（千葉県）→県立船橋
北高校（千葉県・2年）
②千葉県立船橋北高校
③177cm
④74kg
⑦ラテンサンバ3位、ラテンチャチャチ
ャ1位

選手

久保田  蘭羅 くぼた  らら

平成4年6月3日（17歳） 北海道 女

①旭川市立啓北中学校（北海道）→私立
旭川実業高校（北海道・2年）
②旭川実業高校
③154cm
④45kg
⑦ラテン5ダンス1位、ラテンジャイブ
1位

選手

久保  斐美 くぼ  あやみ

昭和57年7月18日（27歳） 静岡県 女

①私立西遠女子学園中学校（静岡県）→
県私立西遠女子学園高校（静岡県）→
東京女子体育大学
②㈱ブルボン
③165cm
④52kg
⑦スタンダード5ダンス1位、スタンダ
ードクイックステップ1位

選手

齋藤  愛 さいとう  めぐみ

昭和59年4月26日（25歳） 神奈川県 女

①横浜市立谷本中学校（神奈川県）→県
立富士見ケ丘高校（神奈川県）
③160cm
④49kg
⑦ラテンルンバ2位、ラテンパソドブレ
2位

選手

石井  恵麻 いしい  えま

昭和56年7月1日（28歳） 神奈川県 女

①横浜市立本牧中学校（神奈川県）→県
立神奈川総合高校（神奈川県）
②ヒルズ学園
③160cm
④48kg
⑦スタンダードタンゴ2位、スタンダー
ドスローフォックストロット3位

選手

鈴木  加奈 すずき  かな

平成3年2月19日（18歳） 千葉県 女

①県立大穴中学校（千葉県）→県立船橋
北高校（千葉県）
③155cm
④48kg
⑦ラテンサンバ3位、ラテンチャチャチ
ャ1位

選手

柴原  まりこ しばはら  まりこ

昭和58年5月2日（26歳） 長野県 女

①大町市立第一中学校（長野県）→県立
松本蟻ヶ崎高校（長野県）→日本女子
体育大学
②㈱ソピア
③170cm
④50kg
⑦スタンダードワルツ2位、スタンダー
ドヴェニーズワルツ3位


