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Hockey (Men)
ホッケー【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 ー 6名 22

チームリーダー
木原　征治
（きはら　せいじ）　男
①昭和16年1月15日（72歳）
②広島県　③私立石田学園山
陽高校（広島県）→早稲田大学
④（公社）日本ホッケー協会　
⑦専任情報・科学スタッフ　
⑧ホッケー上級コーチ

コーチ
姜　建旭
（かん　ごんうく）　男
①昭和46年5月21日（42歳）
②大韓民国　③Kyeongsin 
high school（韓国）→韓国体
育大学　④各務原市役所

コーチ
藤原　信幸
（ふじはら　のぶゆき）　男
①昭和50年8月1日（38歳）
②島根県　③県立横田高校
（島根県）→明治大学　④（一
財）各務原市施設振興公社　
⑧ホッケー上級コーチ

トレーナー
沖政　祐亮
（おきまさ　ゆうすけ）　男
①昭和41年11月4日（46歳）
②広島県　③私立山陽学園山
陽高校（広島県）　④医療法人
和光和光整形外科クリニック

技術スタッフ
森嶋　彬
（もりしま　あきら）　男
①平成2年1月17日（23歳）
②岐阜県　③県立岐阜各務野
高校（岐阜県）→山梨学院大学
④表示灯㈱　

技術スタッフ
大野　一平
（おおの　いっぺい）　男
①平成2年12月1日（22歳）
②埼玉県　③県立飯能南高校
（埼玉県）→天理大学　④表示
灯㈱

選手
高瀬　克也
（たかせ　かつや）　男
①昭和58年5月20日（30歳）
②栃木県　③日光市立大沢中
学校（栃木県）→県立今市高校
（栃木県）→天理大学　④㈱槌
屋　⑤179cm　⑥87kg

選手
粥川　幸司
（かゆかわ　こうじ）　男
①昭和59年1月11日（29歳）
②岐阜県　③岐阜市立長森南
中学校（岐阜県）→県立岐阜総
合学園高校（岐阜県）→天理大
学　④表示灯㈱　⑤175cm
⑥73kg

選手
川上　啓
（かわかみ　けい）　男
①昭和59年4月3日（29歳）
②奈良県　③桜井市立桜井東
中学校（奈良県）→私立天理高
校（奈良県）→天理大学　④㈱
名古屋銀行　⑤173cm　
⑥67kg

選手
小野　知則
（おの　とものり）　男
①昭和59年4月26日（29歳）
②山形県　③川西町立玉庭中
学校（山形県）→県立置賜農業
高校（山形県）→天理大学　
④金印㈱　⑤168cm　
⑥60kg

選手
長澤　克好
（ながさわ　かつよし）　男
①昭和60年10月30日（27歳）
②京都府　③京丹波町立蒲生
野中学校（京都府）→私立天理
高校（奈良県）→天理大学　
④表示灯㈱　⑤180cm　
⑥80kg

選手
河内　伸仁
（かわうち　しんじ）　男
①昭和61年12月2日（26歳）
②大分県　③九重町立南山田
中学校（大分県）→県立玖珠農
業高校（大分県）→天理大学　
④㈱トゥエンティ・ワン　
⑤178cm　⑥77kg
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Hockey (Men)
ホッケー【男子】

選手
畠山　学
（はたけやま　まなぶ）　男
①昭和62年5月25日（26歳）
②富山県　③小矢部市立石動
中学校（富山県）→私立天理高
校（奈良県）→東京農業大学　
④朝日機器㈱　⑤180cm　
⑥80kg

選手
橘　敏郎
（たちばな　としろう）　男
①昭和62年10月1日（26歳）
②福井県　③朝日町立朝日西
中学校（福井県）→私立天理高
校（奈良県）→朝日大学　④表
示灯㈱　⑤176cm　⑥80kg

選手
川上　良平
（かわかみ　りょうへい）　男
①平成元年1月25日（24歳）
②岐阜県　③各務原市立鵜沼
中学校（岐阜県）→県立岐阜各
務野高校（岐阜県）→東海学院
大学　④ホンダロジコム㈱
⑤172cm　⑥70kg

選手
山下　学
（やました　まなぶ）　男
①平成元年2月4日（24歳）
②富山県　③小矢部市立大谷
中学校（富山県）→県立石動高
校（富山県）→東京農業大学　
④表示灯㈱　⑤173cm　
⑥67kg

選手
藤本　一平
（ふじもと　いっぺい）　男
①平成元年3月27日（24歳）
②山梨県　③都留市立都留第
一中学校（山梨県）→私立天理
高校（奈良県）→早稲田大学　
④表示灯㈱　⑤173cm　
⑥68kg

選手
中山　康大
（なかやま　やすひろ）　男
①平成元年9月4日（24歳）
②富山県　③小矢部市立津沢
中学校（富山県）→私立天理高
校（奈良県）→法政大学　④表
示灯㈱　⑤173cm　⑥68kg

選手
塩川　直人
（しおかわ　なおと）　男
①平成元年9月29日（24歳）
②滋賀県　③米原市立伊吹山
中学校（滋賀県）→私立天理高
校（奈良県）→山梨学院大学　
④大阪シーリング印刷㈱　
⑤180cm　⑥70kg

選手
井島　光希
（いじま　ひろき）　男
①平成2年1月15日（23歳）
②愛知県　③豊明市立沓掛中
学校（愛知県）→私立愛知産業
大学工業高校（愛知県）→東海
学院大学　④表示灯㈱　
⑤167cm　⑥70kg

選手
山部　晃嗣
（やまべ　こうし）　男
①平成2年8月7日（23歳）
②熊本県　③小国町立小国中
学校（熊本県）→県立小国高校
（熊本県）→東海学院大学　
④表示灯㈱　⑤176cm　
⑥62kg

選手
吉原　平太
（よしはら　へいた）　男
①平成3年1月22日（22歳）
②栃木県　③日光市立今市中
学校（栃木県）→県立今市高校
（栃木県）→天理大学　④表示
灯㈱　⑤168cm　⑥60kg
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Hockey (Women)
ホッケー【女子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 16名 6名 22名

チームリーダー
横山　秀
（よこやま　ひで）　男
①昭和22年1月1日（66歳）
②岐阜県　③県立岐阜工業高
校（岐阜県）　④（公社）日本ホ
ッケー協会

監督
柳　承辰
（ゆー　すんじん）　男
①昭和44年1月20日（44歳）
②大韓民国　③慶信高校（韓
国）→慶北大学→中京大学大
学院　④コカ・コーラウエス
ト㈱　

総務
前田　夏希
（まえだ　なつき）　女
①昭和61年9月1日（27歳）
②富山県　③県立石動高校
（富山県）→山梨学院大学　
④コカ・コーラウエスト㈱

コーチ
樋口　修
（ひぐち　おさむ）　男
①昭和45年11月15日（42歳）
②滋賀県　③県立伊吹高校
（滋賀県）→天理大学　④滋賀
県立長浜養護学校　⑧ホッケ
ー上級コーチ

技術スタッフ
桐井　志野
（きりい　しの）　女
①昭和56年3月23日（32歳）
②広島県　③広島私立進徳高
校（広島県）　④コカ・コーラ
ウエスト㈱　⑧ホッケーコー
チ

トレーナー
森田　憲吾
（もりた　けんご）　男
①昭和57年10月16日（30歳）
②広島県　③広島市立基町高
校（広島県）→学校法人古沢学
園広島医療保健専門学校（広
島県）　④医療法人社団飛翔
会高陽整形外科クリニック

選手
中川　未由希
（なかがわ　みゆき）　女
①昭和61年12月20日（26歳）
②岐阜県　③各務原市立蘇原
中学校（岐阜県）→県立岐阜女
子商業高校（岐阜県）→東海学
院大学　④ソニーイーエムシ
ーエス㈱　⑤161cm　⑥52kg

選手
大家　涼子
（おおいえ　りょうこ）　女
①昭和63年6月4日（25歳）
②鳥取県　③鳥取市立用瀬中
学校（鳥取県）→県立八頭高校
（鳥取県）→駿河台大学　④グ
ラクソ・スミスクライン㈱
⑤167cm　⑥60kg

選手
小野　真由美
（おの　まゆみ）　女
①昭和59年8月14日（29歳）
②富山県　③小矢部市立大谷
中学校（富山県）→県立石動高
校（富山県）→天理大学　④コ
カ・コーラウエスト㈱　
⑤170cm　⑥61kg

選手
大田　昭子
（おおた　あきこ）　女
①昭和61年9月15日（27歳）
②鹿児島県　③樋脇町立樋脇
中学校（鹿児島県）→県立樋脇
高校（鹿児島県）→天理大学　
④コカ・コーラウエスト㈱
⑤160cm　⑥59kg

選手
坂井　志帆
（さかい　しほ）　女
①平成元年7月19日（24歳）
②岐阜県　③各務原市立那加
中学校（岐阜県）→県立岐阜各
務野高校（岐阜県）→東海学院
大学　④ソニーイーエムシー
エス㈱　⑤172cm　⑥61kg

選手
眞鍋　敬子
（まなべ　けいこ）　女
①昭和62年3月11日（26歳）
②岐阜県　③可児市立東可児
中学校（岐阜県）→県立岐阜女
子商業高校（岐阜県）→東海学
院大学　④㈱南都銀行　
⑤154cm　⑥55kg
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Hockey (Women)
ホッケー【女子】

選手
三橋　亜記
（みつはし　あき）　女
①平成元年9月12日（24歳）
②宮城県　③築館町立築館中
学校（宮城県）→県立築館高校
（宮城県）→山梨学院大学　
④コカ・コーラウエスト㈱　
⑤165cm　⑥57kg

選手
植田　彩
（うえだ　あや）　女
①昭和62年10月2日（26歳）
②奈良県　③大和郡山市立郡
山南中学校（奈良県）→私立立
命館高校（京都府）→立命館大
学　④㈱南都銀行　⑤172cm
⑥66kg

選手
柴田　あかね
（しばた　あかね）　女
①昭和63年4月30日（25歳）
②栃木県　③日光市立豊岡中
学校（栃木県）→県立今市高校
（栃木県）→天理大学　④グラ
クソ・スミスクライン㈱　
⑤152cm　⑥50kg

選手
永井　友理
（ながい　ゆり）　女
①平成4年5月26日（21歳）
②岐阜県　③各務原市立中央
中学校（岐阜県）→県立岐阜各
務野高校（岐阜県）→東海学院
短期大学　④ソニーイーエム
シーエス㈱　⑤155cm　
⑥56kg

選手
錦織　えみ
（にしこおり　えみ）　女
①平成5年1月9日（20歳）
②島根県　③奥出雲町立仁多
中学校（島根県）→県立横田高
校（島根県）　④コカ・コーラ
ウエスト㈱　⑤160cm　
⑥54kg

選手
及川　栞
（おいかわ　しほり）　女
①平成元年3月12日（24歳）
②岩手県　③沼宮内町立沼宮
内中学校（岩手県）→県立不来
方高校（岩手県）→天理大学
④ソニーイーエムシーエス㈱
⑤164cm　⑥58kg

選手
西村　綾加
（にしむら　あやか）　女
①平成元年5月10日（24歳）
②滋賀県　③米原市立伊吹山
中学校（滋賀県）→県立伊吹高
校（滋賀県）→天理大学　④コ
カ・コーラウエスト㈱　
⑤165cm　⑥58kg

選手
大塚　志穂
（おおつか　しほ）　女
①平成元年10月16日（23歳）
②島根県　③横田町立横田中
学校（島根県）→県立横田高校
（島根県）→天理大学　④㈱南
都銀行　⑤158cm　⑥54kg

選手
永井　葉月
（ながい　はづき）　女
①平成6年8月15日（19歳）
②岐阜県　③各務原市立中央
中学校（岐阜県）→県立岐阜各
務野高校（岐阜県）　④ソニー
イーエムシーエス㈱　
⑤152cm　⑥56kg

選手
新井　麻月
（あらい　まづき）　女
①昭和63年11月28日（24歳）
②大阪府　③私立羽衣学園中
学校（大阪府）→私立羽衣学園
高校（大阪府）→天理大学　
④コカ・コーラウエスト㈱
⑤165cm　⑥59kg


