
サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

The 6th East Asian Games Tianjin 2013 23

Football (Men)
サッカー【男子】 男子選手 女子選手 役  員 合  計

23名 ー 9名 32名

監督
霜田　正浩
（しもだ　まさひろ）　男
①昭和42年2月10日（46歳）
②東京都　③都立高島高校
（東京都）　④（公財）日本サッ
カー協会　⑦ナショナルコー
チ　⑧サッカーS級コーチ

コーチ
松本　直也
（まつもと　なおや）　男
①昭和46年7月18日（42歳）
②鳥取県　③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　④桃山学
院大学　⑧サッカーS級コー
チ

コーチ
川俣　則幸
（かわまた　のりゆき）　男
①昭和42年5月9日（46歳）
②栃木県　③県立川越高校
（埼玉県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④（公財）日本サッ
カー協会　⑧サッカーS級コ
ーチ

ドクター
髙木　博
（たかぎ　ひろし）　男
①昭和44年1月25日（44歳）
②茨城県　③県立水戸第一高
校（茨城県）→昭和大学　④昭
和大学藤が丘病院　⑧スポー
ツドクター

トレーナー
藤本　栄雄
（ふじもと　ひろお）　男
①昭和55年8月13日（33歳）
②千葉県　③県立船橋二和高
校（千葉県）→東京スポーツ・
レクリエーション専門学校　
④JFAアカデミー福島　⑧ア
スレティックトレーナー

総務
小野　仁久
（おの　まさひさ）　男
①昭和49年6月7日（39歳）
②東京都　③私立帝京高校
（東京都）→東海大学　④（公
財）日本サッカー協会

技術スタッフ
湯浅　理平
（ゆあさ　りへい）　男
①昭和52年1月9日（36歳）
②埼玉県　③県立浦和西高校
（埼玉県）→東京学芸大学→東
京学芸大学大学院　④（公財）
日本サッカー協会　⑦専任情
報・科学スタッフ

技術スタッフ
多田　寛
（ただ　ひろし）　男
①昭和51年9月3日（37歳）
②佐賀県　③県立小倉高校
（福岡県）→筑波大学　④（公
財）日本サッカー協会

技術スタッフ
橋倉　剛
（はしくら　つよし）　男
①昭和49年1月9日（39歳）
②長野県　③長野県松本県ヶ
丘高校（長野県）→明治大学　
④adidas japan㈱

選手
原川　力
（はらかわ　りき）　男
①平成5年8月18日（20歳）
②山口県　③山口市立鴻南中
学校（山口県）→私立立命館宇
治高校（京都府）　④㈱京都パ
ープルサンガ　⑤175cm　
⑥67kg

選手
櫛引　一紀
（くしびき　かずき）　男
①平成5年2月12日（20歳）
②北海道　③登別市立緑陽中
学校（北海道）→私立北海道大
谷室蘭高校（北海道）　④㈱北
海道フットボールクラブ　
⑤178cm　⑥72kg

選手
福島　春樹
（ふくしま　はるき）　男
①平成5年4月8日（20歳）
②愛知県　③瀬戸市立水無瀬
中学校（愛知県）→私立静岡学
園高校（静岡県）→専修大学（2
年）　④専修大学　⑤182cm
⑥75kg
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Football (Men)
サッカー【男子】

選手
田鍋　陵太
（たなべ　りょうた）　男
①平成5年4月10日（20歳）
②愛知県　③板橋区立高島第
一中学校（東京都）→都立練馬
工業高校（東京都）　④㈱名古
屋グランパスエイト　
⑤176cm　⑥64kg

選手
高橋　祐治
（たかはし　ゆうじ）　男
①平成5年4月11日（20歳）
②京都府　③大津市立皇子山
中学校（滋賀県）→私立立命館
宇治高校（京都府）　④㈱京都
パープルサンガ　⑤185cm　
⑥75kg

選手
三鬼　海
（みき　かい）　男
①平成5年4月19日（20歳）
②東京都　③桑名市立正和中
学校（三重県）→私立東海学園
高校/第一高等学院 町田校（東
京都）　④㈱ゼルビア　
⑤174cm　⑥69kg

選手
鈴木　隆雅
（すずき　りゅうが）　男
①平成6年2月28日（19歳）
②宮城県　③松島町立松島中
学校（宮城県）→私立鹿島学園
高校（茨城県）　④ジェフユナ
イテッド㈱　⑤180cm　
⑥66kg

選手
佐藤　和樹
（さとう　かずき）　男
①平成5年5月18日（20歳）
②愛知県　③名古屋市立平針
中学校（愛知県）→東海学園高
校（愛知県）　④㈱名古屋グラ
ンパスエイト　⑤174cm　
⑥65kg

選手
杉本　大地
（すぎもと　だいち）　男
①平成5年7月15日（20歳）
②京都府　③浜松市立南陽中
学校（静岡県）→私立ウィザス
ナビ高校（兵庫県）　④㈱京都
パープルサンガ　⑤186cm　
⑥79kg

選手
榊　翔太
（さかき　しょうた）　男
①平成5年8月3日（20歳）
②北海道　③清水町立御影中
学校（北海道）→道立札幌西陵
高校（北海道）　④㈱北海道フ
ットボールクラブ　⑤164cm
⑥58kg

選手
橋本　拳人
（はしもと　けんと）　男
①平成5年8月16日（20歳）
②東京都　③板橋区立志村第
五中学校（東京都）→私立第一
学院高校（茨城県）　④東京フ
ットボールクラブ㈱　
⑤178cm　⑥68kg

選手
新井　一耀
（あらい　いっき）　男
①平成5年11月8日（19歳）
②千葉県　③市川市立第二中
学校（千葉県）→静岡市立清水
商業高校（静岡県）→順天堂大
学（2年）　④順天堂大学　
⑤185cm　⑥73kg

選手
和泉　竜司
（いずみ　りゅうじ）　男
①平成5年11月6日（19歳）
②三重県　③四日市市立羽津
中学校（三重県）→県立市立船
橋高校（千葉県）→明治大学（2
年）　④明治大学　⑤173cm
⑥72kg

選手
矢島　慎也
（やじま　しんや）　男
①平成6年1月18日（19歳）
②埼玉県　③さいたま市立本
太中学校（埼玉県）→県立大宮
南高校（埼玉県）　④㈱三菱自
動車フットボールクラブ　
⑤171cm　⑥67kg

選手
鈴木　武蔵
（すずき　むさし）　男
①平成6年2月11日（19歳）
②群馬県　③太田市立北中学
校（群馬県）→私立桐生第一高
校（群馬県）　④㈱アルビレッ
クス新潟　⑤184cm　
⑥71kg
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Football (Men)
サッカー【男子】

選手
長谷川　竜也
（はせがわ　たつや）　男
①平成6年3月7日（19歳）
②静岡県　③私立静岡学園中
学校（静岡県）→私立静岡学園
高校（静岡県）→順天堂大学（2
年）　④順天堂大学　
⑤164cm　⑥55kg

選手
野津田　岳人
（のつだ　がくと）　男
①平成6年6月6日（19歳）
②広島県　③安芸高田市立吉
田中学校（広島県）→県立吉田
高校（広島県）　④㈱サンフレ
ッチェ広島　⑤175cm　
⑥65kg

選手
喜田　拓也
（きだ　たくや）　男
①平成6年8月23日（19歳）
②神奈川県　③横浜市立仲尾
台中学校（神奈川県）→県立横
浜立野高校（神奈川県）　④横
浜マリノス㈱　⑤167cm　
⑥54kg

選手
秋野　央樹
（あきの　ひろき）　男
①平成6年10月8日（18歳）
②千葉県　③印西市立木刈中
学校（千葉県）→県立柏中央高
校（千葉県）　④㈱日立柏レイ
ソル　⑤174cm　⑥62kg

選手
ポープ　ウィリアム
男
①平成6年10月21日（18歳）
②東京都　③日野市立日野第
二中学校（東京都）→私立第一
学院高校 高萩校（茨城県）　
④東京ヴェルディ1969フット
ボール㈱　⑤187cm　⑥78kg

選手
植田　直通
（うえだ　なおみち）　男
①平成6年10月24日（18歳）
②熊本県　③宇土市立住吉中
学校（熊本県）→県立大津高校
（熊本県）　④㈱鹿島アントラ
ーズ・エフ・シー　⑤185cm
⑥70kg

選手
浅野　拓磨
（あさの　たくま）　男
①平成6年11月10日（18歳）
②三重県　③菰野町立八風中
学校（三重県）→県立四日市中
央工業高校（三重県）　④㈱サ
ンフレッチェ広島　⑤170cm
⑥65kg

選手
山越　康平
（やまこし　こうへい）　男
①平成5年5月4日（20歳）
②栃木県　③宇都宮市立田原
中学校（栃木県）→私立矢板中
央高校（栃木県）→明治大学（2
年）　④明治大学　⑤181cm
⑥74kg
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男子選手 女子選手 役  員 合  計

ー 20名 9名 29名Football (Women)
サッカー【女子】

監督
佐々木　則夫
（ささき　のりお）　男
①昭和33年5月24日（55歳）
②山形県　③私立帝京高校
（東京都）→明治大学　④（公
財）日本サッカー協会　⑦専
任コーチングディレクター
（トップアスリート担当）　
⑧サッカーS級コーチ

コーチ
中村　順
（なかむら　じゅん）　男
①昭和41年3月1日（47歳）
②兵庫県　③府立高槻南高校
（大阪府）→天理大学　④（公
財）日本サッカー協会/大宮ア
ルディージャ　⑧サッカー上
級コーチ

コーチ
前田　信弘
（まえだ　のぶひろ）　男
①昭和48年6月3日（40歳）
②香川県　③県立丸亀高校
（香川県）→同志社大学→新潟
医療福祉大学大学院　④（公
財）日本サッカー協会　⑧サ
ッカーA級コーチ

コーチ
広瀬　統一
（ひろせ　のりかず）　男
①昭和49年12月30日（38歳）
②兵庫県　③都立国際高校
（東京都）→早稲田大学→東京
大学大学院　④（公財）日本サ
ッカー協会ナショナルコーチ
ングスタッフ/早稲田大学　
⑧サッカーC級指導員

ドクター
大岩　孝子
（おおいわ　たかこ）　女
①昭和46年10月10日（41歳）
②静岡県　③県立静岡高校
（静岡県）→筑波大学 山口大学
→筑波大学大学院　④静岡赤
十字病院

トレーナー
松井　史江
（まつい　ふみえ）　女
①昭和46年5月7日（42歳）
②神奈川県　③横浜市立戸塚
高校（神奈川県）→日本女子体
育大学　④くまざわ整形外科
クリニック　⑧アスレティッ
クトレーナー

総務
山田　薫
（やまだ　かおり）　女
①昭和51年6月1日（37歳）
②静岡県　③県立三島北高校
（静岡県）→東京女子体育大学
④（公財）日本サッカー協会

技術スタッフ
種蔵　里美
（たねくら　さとみ）　女
①昭和54年3月20日（34歳）
②千葉県　③私立International 
School of Kuala Lumpur（マレ
ーシア）→上智大学　④（公
財）日本サッカー協会　

技術スタッフ
峯尾　雅樹
（みねお　まさき）　男
①昭和62年5月1日（26歳）
②神奈川県　③私立麻布大学
付属渕野辺高校（神奈川県）→
横浜リゾートアンドスポーツ
専門学校　④アディダスジャ
パン㈱

選手
河村　有紀
（かわむら　ゆき）　女
①平成5年8月5日（20歳）
②神奈川県　③横浜市立飯島
中学校（神奈川県）→私立湘南
学院高校（神奈川県）→武蔵丘
短期大学（1年）　④武蔵丘短
期大学　⑤173cm　⑥58kg

選手
山根　恵里奈
（やまね　えりな）　女
①平成2年12月20日（22歳）
②広島県　③広島市立宇品中
学校（広島県）→県立富岡高校
（福島県）　④㈱千葉ステーシ
ョンビル　⑤187cm　
⑥76kg

選手
船田　麻友
（ふなだ　まゆ）　女
①平成2年11月9日（22歳）
②東京都　③私立東京成徳大
学中学校（東京都）→私立東京
成徳大学高校（東京都）→東洋
大学（4年）　④東洋大学　
⑤166cm　⑥66kg
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サッカー【女子】
Football (Women)

選手
鈴木　里奈
（すずき　りな）　女
①平成5年8月25日（20歳）
②秋田県　③秋田市立城南中
学校（秋田県）→私立常盤木学
園高校（宮城県）→早稲田大学
（1年）　④早稲田大学　
⑤169cm　⑥58kg

選手
浜田　遥
（はまだ　はるか）　女
①平成5年1月26日（20歳）
②大阪府　③楢葉町立楢葉中
学校（福島県）→県立富岡高校
（福島県）　④スペランツァFC
大阪高槻㈱　⑤174cm　
⑥56kg

選手
髙木　ひかり
（たかぎ　ひかり）　女
①平成5年5月21日（20歳）
②静岡県　③私立常葉学園橘
中学校（静岡県）→私立常葉学
園橘高校（静岡県）→早稲田大
学（2年）　④早稲田大学　
⑤164cm　⑥58kg

選手
中村　ゆしか
（なかむら　ゆしか）　女
①平成4年8月21日（21歳）
②イギリス　③世田谷区立用
賀中学校（東京都）→私立藤枝
順心高校（静岡県）→関東学園
大学（2年）　④関東学園大学
⑤156cm　⑥50kg

選手
齊藤　あかね
（さいとう　あかね）　女
①平成5年1月12日（20歳）
②埼玉県　③新座市立第三中
学校（埼玉県）→私立常盤木学
園高校（宮城県）→東京女子体
育短期大学（2年）　④東京女
子体育短期大学　⑤167cm　
⑥59kg

選手
千野　晶子
（ちの　しょうこ）　女
①平成2年1月24日（23歳）
②千葉県　③市川市立第一中
学校（千葉県）→私立千葉商科
大学付属高校（千葉県）→日本
体育大学女子短期大学　④三
井住友海上あいおい生命保険
㈱　⑤164cm　⑥52kg

選手
齋藤　夏美
（さいとう　なつみ）　女
①平成4年6月26日（21歳）
②神奈川県　③相模原市立相
原中学校（神奈川県）→私立聖
和学園高校→武蔵丘短期大学
④㈱成基　⑤168cm　
⑥62kg

選手
小林　海咲
（こばやし　みさき）　女
①平成2年8月21日（23歳）
②神奈川県　③横浜市立あざ
み野中学校（神奈川県）→県立
神奈川総合高校（神奈川県）→
早稲田大学　④バイザー㈱
⑤161cm　⑥55kg

選手
小林　海青
（こばやし　みはる）　女
①平成4年10月12日（20歳）
②神奈川県　③横浜市立あざ
み野中学校（神奈川県）→県立
元石川高校（神奈川県）→桜美
林大学（3年）　④桜美林大学
⑤155cm　⑥50kg

選手
左山　桃子
（さやま　ももこ）　女
①平成4年2月19日（21歳）
②広島県　③広島市立三和中
学校（広島県）→私立藤枝順心
高（静岡県）→静岡産業大学（4
年）　④静岡産業大学　
⑤167cm　⑥55kg

選手
乃一　綾
（のいち　あや）　女
①平成2年4月7日（23歳）
②奈良県　③奈良市立伏見中
学校（奈良県）→東大阪市立日
新高校（大阪府）→武蔵ヶ丘短
期大学　④㈱エクセディ　
⑤165cm　⑥58kg

選手
仲田　歩夢
（なかだ　あゆ）　女
①平成5年8月15日（20歳）
②山梨県　③山梨市立山梨南
中学校（山梨県）→私立常盤木
学園高校（宮城県）　④㈱アイ
ナックコーポレーション　
⑤161cm　⑥55kg
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Football (Women)
サッカー【女子】

選手
嶋田　千秋
（しまだ　ちあき）　女
①平成4年2月18日（21歳）
②神奈川県　③東村山市立東
村山第2中学校（東京都）→都立
東大和高校（東京都）→日本体
育大学（4年）　④日本体育大学
⑤165cm　⑥57kg

選手
菅澤　優衣香
（すがさわ　ゆいか）　女
①平成2年10月5日（23歳）
②千葉県　③千葉市立幕張西
中学校（千葉県）→県立富岡高
校（福島県）　④㈱大喜　
⑤168cm　⑥62kg

選手
吉良　知夏
（きら　ちなつ）　女
①平成3年7月5日（22歳）
②大分県　③私立神村学園中
等部（鹿児島県）→私立神村学
園高等部（鹿児島県）　④㈱エ
コ計画　⑤161cm　⑥55kg

選手
植村　祥子
（うえむら　しょうこ）　女
①平成5年8月17日（20歳）
②東京都　③草加市立草加新
栄中学校（埼玉県）→私立藤枝
順心高校（静岡県）→日本体育
大学（2年）　④日本体育大学
⑤157cm　⑥50kg

選手
西川　明花
（にしかわ　あすか）　女
①平成4年4月22日（21歳）
②北海道　③札幌市立発寒中
学校（北海道）→私立北海道文
教大学明清高校（北海道）→吉
備国際大学（3年）　④吉備国
際大学　⑤166cm　⑥61kg


