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ADDITIONAL OFFICIALS

アディッショナルオフィシャル

合  計

27名

水泳／競泳　技術スタッフ

足立  哲 あだち  さとる

昭和59年11月30日（25歳） 山口県 男

①国立山口大学教育学部附属山口中学
校（山口県）→県立西京高校（山口県）
→筑波大学→筑波大学大学院

②国立スポーツ科学センター

水泳／競泳　トレーナー

栗田  英行 くりた  ひでゆき

昭和44年1月28日（40歳） 静岡県 男

①静岡市立安東中学校（静岡県）→県立
静岡東高校（静岡県）→秋田大学→筑
波大学大学院

②コナミスポーツクラブ大手町

水泳／競泳　トレーナー

風神  真也 かぜかみ  しんや

昭和54年11月28日（30歳） 和歌山県 男

①和歌山市立東中学校（和歌山県）→県
立和歌山北高校（和歌山県）→山形医
療技術専門校

②須佐病院

水泳／競泳　トレーナー

種田  祥子 たねだ  さちこ

昭和52年8月7日（32歳） 東京都 女

①港区立新星中学校（東京都）→都立駒
場高校（東京都）→東京医療専門学校
②YUKKAトレーナーズスタジオ

水泳／競泳　総務

小倉  大地雄 おぐら  たつお

昭和57年12月12日（26歳） 東京都 男

①八王子市立第三中学校（東京都）→私
立早稲田実業高校（東京都）→早稲田
大学→インディアナ州立大学大学院
②国立スポーツ科学センター

水泳／飛込み　コーチ

坂井  弘靖 さかい  ひろやす

昭和37年3月4日（47歳） 佐賀県 男

①江北町立江北中学校（佐賀県）→佐賀
市立佐賀学園（佐賀県）→日本体育大
学
②目黒学院中・高校
⑥水泳コーチ

サッカー　コーチ

慶越  雄二 けいごし  ゆうじ

昭和38年9月17日（46歳） 鹿児島県 男

①鹿児島市立伊敷中学校（鹿児島県）→
私立鹿児島実業高校（鹿児島県）
②㈶日本サッカー協会
⑥サッカー上級コーチ
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サッカー　技術スタッフ

松本  直也 まつもと  なおや

昭和46年7月18日（38歳） 鳥取県 男

①境港市立境港第3中学校（鳥取県）→
県立米子東高校（鳥取県）→東京学芸
大学→東京学芸大学大学院
②桃山学院大学
⑥サッカー上級コーチ

サッカー　総務

伴野  力哉 ともの  りきや

昭和56年8月11日（28歳） 東京都 男

①大田区立馬込東中学校（東京都）→私
立日台荏原高校（東京都）
②アディダスジャパン㈱

バレーボール【女子】　技術スタッフ

山下  裕之 やました  ひろゆき

昭和59年2月1日（25歳） 鹿児島県 男

①宇検村立田検中学校（鹿児島県）→県
立鹿児島工業高校（鹿児島県）→日本
体育大学
②神奈川県立相模原総合高校

サッカー　総務

永松  太 ながまつ  ふとし

昭和43年8月10日（41歳） 京都府 男

①私立同志社香里中学校（大阪府）→私
立同志社香里高校（大阪府）→同志社
大学
②㈶日本サッカー協会

バスケットボール【男子】　チームリーダー

深津  泰彦 ふかつ  やすひこ

昭和20年1月8日（64歳） 愛知県 男

①安城市立安城西部中学校（愛知県）→
県立安城高校（愛知県）→名古屋大学
②㈶日本バスケットボール協会

ボート　トレーナー

下屋  勝比古 しもや  かつひこ

昭和39年4月13日（45歳） 岐阜県 男

①高山市立松倉中学校（岐阜県）→県立
斐太高校（岐阜県）→明治鍼灸大（現  
明治国際医療大）
②下屋鍼灸接骨院
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

バスケットボール【男子】　トレーナー

東迎  高善 とうげい  こうぜん

昭和43年5月24日（41歳） 沖縄県 男

①与那国町立与那国中学校（沖縄県）→
県立小禄高校（沖縄県）→東京医療専
門学校
②東迎接骨院

バレーボール【男子】　技術スタッフ

山田  剛久 やまだ  たかひこ

昭和61年11月17日（23歳） 山形県 男

①寒河江市立陵西中学校（山形県）→県
立山形南高校（山形県）→東海大学
②㈶日本バレーボール協会
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バスケットボール【男子】　トレーナー

水野  彰宏 みずの  あきひろ

昭和46年8月26日（38歳） 埼玉県 男

①川越市立第一中学校（埼玉県）→県立
川越南高校（埼玉県）→人間総合科学
大学

②㈱リンクスポーツエンターテインメ
ント

⑥アスレティックトレーナー

バスケットボール【女子】　トレーナー

志村  愛美 しむら  あいみ

昭和53年2月21日（31歳） 山梨県 女

①富士吉田市立富士見台中学校（山梨
県）→県立富士河口湖高校（山梨県）
→早稲田医療専門学校

②愛美鍼灸治療院

バスケットボール【女子】　ドクター

武田  秀樹 たけだ  ひでき

昭和48年11月13日（36歳） 岡山県 男

①米子市立後藤ヶ丘中学校（鳥取県）→
県立米子東高校（鳥取県）→金沢大学

②東京大学医学部付属病院
⑥スポーツドクター

バスケットボール【女子】　技術スタッフ

恩塚  亨 おんづか  とおる

昭和54年6月5日（30歳） 大分県 男

①中津市立豊陽中学校（大分県）→県立
中津南高校（大分県）→筑波大学→早
稲田大学大学院

②㈶日本バスケットボール協会
⑤専任情報・科学スタッフ

ウエイトリフティング　コーチ

福田  登美男 ふくだ  とみお

昭和42年10月14日（42歳） 福岡県 男

①北九州市立高峰中学校（福岡県）→私
立八幡大学付属高校（福岡県）→九州
国際大学
②北九州市消防局
⑥ウエイトリフティングコーチ

自転車　技術スタッフ

鬼原  積 きはら  つもる

昭和28年11月13日（56歳） 広島県 男

①広島市立大手町中学校（広島県）→私
立広島電機大学附属高校（広島県）
②㈶日本自転車競技連盟

自転車　トレーナー

石田  宗男 いしだ  むねお

昭和33年5月4日（51歳） 愛知県 男

①大治町立大治中学校（愛知県）→県立
旭稜高校（愛知県）→中和鍼灸専門学
校
②㈶日本自転車競技連盟

自転車　総務

山田  克彦 やまだ  かつひこ

昭和37年1月3日（47歳） 東京都 男

①千代田区立一橋中学校（東京都）→私
立千葉経済大学附属高校（千葉県）
②㈶日本自転車競技連盟
⑥自転車コーチ
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自転車　総務

菊地  貴 きくち  たかし

昭和49年6月12日（35歳） 福島県 男

①白河市立白河第二中学校（福島県）→
県立白河高校（福島県）→東海大学
②㈶日本自転車競技連盟

卓球　技術スタッフ

王  子 オウ  ジ

昭和58年10月4日（26歳） 中華人民共和国 男

①体育運動学校技術学院（中国）→体育
運動学校技術学院（中国）→龍谷大学
（4年）
②龍谷大学

テコンドー　コーチ

川津  博 かわづ  ひろし

昭和35年8月1日（49歳） 大阪府 男

①大阪市立都島中学校（大阪府）→大阪
市立第二工芸高校（大阪府）
②㈱シェルフ

ダンススポーツ　トレーナー

菅野  幸則 すがの  ゆきのり

昭和45年1月4日（39歳） 茨城県 男

①港区立御成門中学校（東京都）→都立
日比谷高校（東京都）→電気通信大学
②日本アイ・ビー・エム㈱
⑥ダンススポーツコーチ

Accompanying Referees and Judges

帯同審判

合  計

10名

ホッケー

上田  浩一 うえだ  こういち

昭和29年11月23日（55歳） 熊本県 男

①熊本市立京陵中学校（熊本県）→私立
熊本商科大学付属高校（熊本県）→熊
本商科大学
②㈲KTテクノ

ホッケー

市村  美幸 いちむら  みゆき

昭和22年1月12日（62歳） 岐阜県 女

①羽島郡中学校組合立羽栗中学校（岐
阜県）→県立稲葉高校（岐阜県）→中
京女子大学
②横須賀市立諏訪小学校

ホッケー

松原  久 まつばら  ひさし

昭和42年10月22日（42歳） 愛知県 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→立
命館大学大学院
②京都府立園部高校
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ホッケー

根岸  郁美 ねぎし  いくみ

昭和52年3月25日（32歳） 大分県 女

①県立森高校（大分県）→東海女子大学
②グラクソ・スミスクライン

バレーボール【男子】

代居  正巳 よずえ  まさみ

昭和37年8月1日（47歳） 佐賀県 男

①佐賀市立城北中学校（佐賀県）→県立
佐賀西高校（佐賀県）→日本大学

②佐賀県立塩田工業高校

バレーボール【男子】

冨田  博一 とみた  ひろかず

昭和43年3月3日（41歳） 兵庫県 男

①高松市立屋島中学校（香川県）→県立
高松北高校（香川県）→国立広島大学

②㈶広島市スポーツ協会

バスケットボール

藤垣  庸二 ふじがき  ようじ

昭和40年8月12日（44歳） 秋田県 男

①仙台市立三条中学校（宮城県）→県立
仙台第二高校（宮城県）→宮城教育大
学

②宮城県立仙台第二高校

バスケットボール

相原  伸康 あいばら  のぶやす

昭和39年7月15日（45歳） 愛媛県 男

①伊予市立港南中学校（愛媛県）→県立
松山南高校（愛媛県）→筑波大学
②愛媛県立今治南高校

武術太極拳

三船  英 みふね  すぐる

昭和42年3月7日（42歳） 福岡県 男

①福岡市立和白中学校（福岡県）→県立
新宮高校（福岡県）
②中国書店

武術太極拳

竹中  保仁 たけなか  やすひと

昭和43年11月15日（41歳） 兵庫県 男

①神戸市立垂水東中学校（兵庫県）→県
立伊川谷高校（兵庫県）→北京体育大
学（中国）
②NPO法人  神戸太極拳協会




