日本代表選手団名簿

CONTENTS
本

The Games of the XXXI Olympiad Rio de Janeiro 2016

部 ････････････････････

17

セーリング ････････････････

52

陸上競技 ･･････････････････

20

ウエイトリフティング ･･････

54

水泳／競泳 ････････････････

25

自転車 ････････････････････

55

水泳／飛込 ････････････････

30

卓

球 ････････････････････

57

水泳／シンクロナイズドスイミング ･･･

31

馬

術 ････････････････････

58

水泳／水球 ････････････････

33

フェンシング ･･････････････

60

サッカー ･･････････････････

35

柔

道 ････････････････････

61

テニス ････････････････････

38

バドミントン ･･････････････

64

ボート ････････････････････

39

射撃／ライフル射撃 ････････

66

ホッケー ･･････････････････

40

射撃／クレー射撃 ･･････････

67

ボクシング ････････････････

42

近代五種 ･･････････････････

68

バレーボール ･･････････････

43

カヌー ････････････････････

69

体操／体操競技 ････････････

45

アーチェリー ･･････････････

70

体操／トランポリン ････････

47

トライアスロン ････････････

71

バスケットボール ･･････････

48

テコンドー ････････････････

72

レスリング ････････････････

50

馬術・グルーム ････････････

73

表示番号の説明
①生年月日（年齢）※

⑥体重【選手のみ記載】

②出生地

⑦JOC役職、NF役職【本部のみ記載】

③出身校／在学校（所在地）
（学年）

⑧ナショナルコーチ・専任コーチングディレクター

④勤務先／所属クラブ

⑨JOCナショナルコーチアカデミー（JOC-NCA）修了者

⑤身長【選手のみ記載】

⑩
（公財）日本体育協会の指導者資格
※年齢は開会式当日のもの
体操／新体操

バレーボール／ビーチバレー
ラグビーフットボール

ゴルフ

上記、競技／種別については、
2016年7月1日現在未決定

本

部

合 計
29名

Headquarters
団長

橋本

聖子

副団長

山下

泰裕

（やました やすひろ） 男
①昭和32年6月1日
（59歳）

星野

一朗

（ほしの いちろう） 男
①昭和30年5月11日
（61歳）

②東京都 ③私立立教高校
（東京都）
→立教大学→筑波大
学大学院 ④
（公財）
日本卓球
協会 ⑦理事，選手強化本部
常任委員，ナショナルトレー
ニングセンター委員長 ⑩卓
球上級コーチ

本部役員
（競技担当）

上野

（うえの

広治

こうじ） 男

②熊本県 ③私立東海大学付
属相模高校
（神奈川県）
→東海
大学→東海大学大学院 ④東
海大学 ⑦理事，選手強化本
部副本部長，強化育成専門部
会長，
（公財）
全日本柔道連盟
副会長

①昭和34年4月20日
（57歳）
②東京都 ③私立日本大学豊山高
校
（東京都 ) →日本大学→筑波大学
大学院 ④日本大学 ⑦監督・コ
ーチ専門部会副部会長，情報・医・
科学専門専門部会員，情報戦略部
門副部門長 ⑧専任コーチングデ
ィレクター ( トップアスリート担
当） ⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩水泳
上級コーチ

総監督

本部役員
（広報担当）

髙田

裕司

（たかだ ゆうじ） 男
①昭和29年2月17日
（62歳）
②群馬県 ③群馬県立大泉高
校→日本体育大学 ④山梨学
院大学 ⑦理事，選手強化本
部副本部長，監督・コーチ専
門部会長，
（公財）日本レスリ
ング協会専務理事
本部役員
（競技担当）

塚原

光男

（つかはら みつお） 男
①昭和22年12月22日
（68歳）
②東京都 ③私立国学院高校
（東京都)→日本体育大学
④㈲塚原体操センター ⑦理
事， 選 手 強 化 本 部 常 任 委 員，
日本ユニバーシアード委員長，
（公財）
日本体操協会副会長
本部役員
（競技担当）

福井

烈

（ふくい つよし） 男
①昭和32年6月22日
（59歳）

②福岡県 ③私立柳川高校
（福
岡県 ) →中央大学 ④ブリヂス
トンスポーツ㈱ ⑦常務理事，
選手強化本部副本部長，東京
2020戦略特別専門部会長，（公
財）日本テニス協会常務理事
⑩テニス上級コーチ

本部役員
（競技担当）

尾縣

貢

（おがた みつぎ） 男
①昭和34年6月29日
（57歳）

②兵庫県 ③兵庫県立小野高校
→筑波大学→筑波大学大学院
④筑波大学 ⑦理事，選手強化
本部常任委員，アンチ・ドーピ
ング委員長，
（公財）
日本陸上競
技連盟専務理事 ⑨ JOC-NCA
修了者 ⑩陸上コーチ

本 部

（はしもと せいこ） 女
①昭和39年10月5日(51歳）
②北海道 ③私立駒沢大学附
属苫小牧高校
（北海道 ) ④参
議院議員 ⑦常務理事，選手
強化本部本部長，
（公財）日本
スケート連盟会長，
（公財）日
本自転車連盟会長

本部役員
（競技担当）

大塚

眞一郎

（おおつか しんいちろう）
①昭和31年12月20日
（59歳）

②東京都 ③東京都立南高等学
校→青山学院大学 ④
（公財）
日
本トライアスロン連合 ⑦理
事，総務副委員長，倫理委員，
事業専門部会長，広報専門副部
会長，
（公財）
日本トライアスロ
ン連合専務理事

本部役員
（医務担当）

中嶋

耕平

（なかじま こうへい） 男
①昭和42年3月27日
（49歳）
②茨城県 ③私立独協高校
（東京都 ) →順天堂大学 ④国
立スポーツ科学センター
⑦情報・医・科学専門部会員，
医学サポート部門副部門長
⑩スポーツドクター
本部役員
（総務担当）

柳谷

直哉

（やなぎや なおや） 男
（51歳）
①昭和40年4月9日
②青森県 ③青森県立青森高
校→中央大学 ④（公財）日本
オリンピック委員会

オリンピックアタッシェ

白石

知子

（しらいし ともこ） 女
（43歳）
①昭和48年1月21日
②東京都 ③東京都立両国高
校→早稲田大学 ④在リオデ
ジャネイロ日本総領事館
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本 部
Headquarters

本部員

髙橋 ダニエル・克弥

本 部

（たかはし ダニエル・かつや） 男
①昭和52年12月8日（38歳）
②東京都 ③東京都立文京高
校→日本大学 ④（公財）日本
オリンピック委員会

本部員

渡辺

稔一

（わたなべ としかず） 男
①昭和52年5月9日（39歳）
②東京都 ③東京都立竹早高
校→早稲田大学 ④（公財）日
本オリンピック委員会

本部員

吉田

周平

（よしだ しゅうへい） 男
①昭和53年2月21日（38歳）
②千葉県 ③私立巣鴨高校
（東京都 ) →上智大学 ④（公
財）日本オリンピック委員会

本部員

久保田

敦

（くぼた あつし） 男
①昭和55年1月13日（36歳）
②広島県 ③広島市立美鈴が
丘高校→広島修道大学
④（公財）日本オリンピック委
員会

本部員

渡邊

暁大

（わたなべ あきひろ） 男
①昭和62年2月16日（29歳）
②神奈川県 ③私立関東学院
高校（神奈川県 ) →中央大学
④（公財）日本オリンピック委
員会

本部員

大越

光介

（おおこし こうすけ） 男
①平成元年8月18日（26歳）
②東京都 ③私立日本大学第
三高校（東京都 ) →順天堂大学
→フロリダ州立大学院
④（公財）日本オリンピック委
員会
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本部員

鈴木

和馬

（すずき かずま） 男
（26歳）
①平成2年5月28日
②京都府 ③神奈川県立生田
高校→早稲田大学→ラフバラ
大学院 ④（公財）日本オリン
ピック委員会

本部員（メディカルスタッフ/ドクター）

土肥

美智子

（どひ みちこ） 女
①昭和40年10月20日
（50歳）
②東京都 ③私立白百合学園
高校
（東京都)→千葉大学
④国立スポーツ科学センター
⑦医学サポート部門員
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩スポ
ーツドクター
本部員（メディカルスタッフ/ドクター）

中山

修一

（なかやま しゅういち） 男
①昭和46年4月2日
（45歳）
②東京都 ③東京都立西高校
→国立山梨医科大学 ④JR東
京総合病院 ⑦医学サポート
部門員 ⑧専任メディカルス
タッフ ( ドクター ) ⑩スポー
ツドクター
本部員（メディカルスタッフ/ドクター）

真鍋

知宏

（まなべ ともひろ） 男
①昭和47年1月23日
（44歳）

②香川県 ③私立慶應義塾高校
（神奈川県)→慶應義塾大学→慶
應義塾大学大学院 ④慶應義塾
大学スポーツ医学研究センター
⑦医学サポート部門員 ⑧専任
メディカルスタッフ(ドクター)
⑩スポーツドクター

本部員（メディカルスタッフ /
トレーナー）

鈴木

岳

（すずき たけし） 男
①昭和46年2月23日
（45歳）

②東京都 ③東京都立南多
摩高校→ Washington State
University→筑波大学大学院
④㈱R-body project ⑦医学サ
ポート部門員 ⑩アスレティッ
クトレーナー

本部員（メディカルスタッフ /
トレーナー）

寒川

美奈

（さむかわ みな） 女
①昭和44年8月30日
（46歳）
②北海道 ③北海道立小樽潮
陵高校→札幌医科大学→札幌
医科大学大学院 ④北海道大
学 ⑦医学サポート部門員
⑩アスレティックトレーナー

本 部
Headquarters

本部員
（輸送担当）

加村

真理子

本 部

（かむら まりこ） 女
①昭和60年10月25日（30歳）
②東京都 ③私立共立女子高
校（東京都)→順天堂大学
④近畿日本ツーリスト㈱

本部員
（輸送担当）

篠原

史郎

（しのはら しろう） 男
①昭和47年11月27日（43歳）
②東京都 ③私立駒込高校
（東京都 ) →名古屋観光専門学
校 ④近畿日本ツーリスト㈱

本部員
（輸送担当）

鈴木

俊介

（すずき しゅんすけ） 男
①昭和43年4月2日（48歳）
②東京都 ③東京都立大
泉北高校→OKANAGAN
COLLEGE ④近畿日本ツー
リスト㈱

本部員
（輸送担当）

橋間

邦仁

（はしま くにひと） 男
①昭和45年10月30日（45歳）
②京都府 ③国立京都教育大
学教育学部附属高校 ④近畿
日本ツーリスト㈱

※上記のほかにプレスアタッシェ１名が参加。
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陸上競技
Athletics
監督

麻場

一徳

陸上競技

（あさば かずのり） 男
①昭和35年9月12日（55歳）
②愛知県 ③愛知県立岡崎高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④山梨学院大学 ⑧ナシ
ョナルコーチ ⑩陸上上級コ
ーチ
コーチ

酒井

勝充

（さかい かつみ） 男
①昭和35年3月30日（56歳）
②秋田県 ③秋田県立増田高
校 ④コニカミノルタ
⑨JOC-NCA修了者

コーチ

苅部

俊二

（かるべ しゅんじ） 男
①昭和44年5月8日
（47歳）
②神奈川県 ③横浜市立南高
校→法政大学→早稲田大学大
学院 ④法政大学 ⑧専任コ
ーチングディレクター（ジュ
ニアアスリート担当） ⑩陸
上コーチ
コーチ

今村

文男

（いまむら ふみお） 男
①昭和41年11月5日（49歳）
②千葉県 ③私立八千代松陰
高校→東洋大学→順天堂大学
大学院 ④富士通 ⑨ JOCNCA修了者

コーチ

宗

（そう たけし） 男
①昭和28年1月9日（63歳）
②大分県 ③大分県立佐伯豊
南高校 ④旭化成

武冨

豊

（たけとみ ゆたか） 男
①昭和29年2月16日（62歳）
②佐賀県 ③佐賀県立多久工
業高校 ④天満屋

20

女子選手

役 員

合 計

30名

12名

17名

59名

コーチ

河野
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匡

（かわの ただす） 男
（55歳）
①昭和35年9月10日
②徳島県 ③徳島市立高校→
筑波大学→筑波大学大学院
④大塚製薬 ⑨ JOC-NCA 修
了者

コーチ

永山

忠幸

（ながやま ただゆき） 男
（56歳）
①昭和34年11月29日
②熊本県 ③私立福岡大学附
属大濠高校→東京農業大学
④ワコール

コーチ

山下

佐知子

（やました さちこ） 女
（51歳）
①昭和39年8月20日
②鳥取県 ③鳥取東高校→鳥
取大学 ④第一生命 ⑨JOCNCA修了者

コーチ

西

政幸

（にし まさゆき） 男
（52歳）
①昭和39年1月25日
②鹿児島 ③出水学園高校
④旭化成

コーチ

猛

コーチ

男子選手

山頭

直樹

（やまがしら なおき） 男
（47歳）
①昭和44年3月31日
②長崎県 ③私立西海学園高
校 ④安川電機

コーチ

大澤

陽祐

（おおさわ ようすけ） 男
（48歳）
①昭和42年9月1日
②埼玉県 ③埼玉県立所沢西
高校→中央大学 ④Honda

陸上競技
Athletics

コーチ

岡田

雅次

ドクター

鳥居

俊

（とりい すぐる） 男
①昭和33年10月16日（57歳）
②愛知県 ③私立東海高校
（愛知県）→東京大学 ④早稲
田大学 ⑩スポーツドクター

トレーナー

村上

博之

（むらかみ ひろゆき） 男
①昭和54年4月4日
（37歳）
②大阪府 ③私立上宮太子高
校
（大阪府）→早稲田大学→早
稲田大学大学院 ④マキュモ
鍼灸治療院 ⑧専任メディカ
ルスタッフ(トレーナー)
⑩アスレティックトレーナー
トレーナー

田村

佑実保

（たむら ゆみほ） 女
①昭和59年6月18日（32歳）
②広島県 ③広島県立廿日市
市高校→鈴峯女子短期大学
④Solasta治療院

総務

平野

了

（ひらの りょう） 男
①昭和50年5月14日（41歳）
②福岡県 ③福岡県立筑紫高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④日本陸上競技連盟

選手

桐生

祥秀

（きりゅう よしひで） 男
①平成7年12月15日（20歳）
②滋賀県 ③彦根市立彦根南
中学校（滋賀県）→洛南高校→
東洋大学
（3年） ④東洋大学
⑤175㎝ ⑥69㎏

ケンブリッジ

飛鳥

（ケンブリッジ あすか） 男
（23歳）
①平成5年5月31日
②ジャマイカ ③東京都江東
区立深川第三中学校（東京都）
→東京高校→日本大学
④ドーム ⑤179㎝ ⑥74㎏

選手

山縣

陸上競技

（おかだ まさじ） 男
①昭和36年9月27日（54歳）
②東京都 ③私立保善高校→
国士舘大学 ④国士舘大学

選手

亮太

（やまがた りょうた） 男
（24歳）
①平成4年6月10日
②広島県 ③私立修道中学校
（ 広 島 県 ）→ 私 立 修 道 高 校 →
慶應義塾大学（4年） ④セイ
コーホールディングス
⑤177㎝ ⑥70㎏
選手

飯塚

翔太

（いいづか しょうた） 男
（25歳）
①平成3年6月25日
②静岡県 ③御前崎市立浜岡
中学校（静岡県）→私立藤枝明
誠高校→中央大学 ④ミズノ
⑤185㎝ ⑥80㎏

選手

髙瀬

慧

（たかせ けい） 男
（27歳）
①昭和63年11月25日
②静岡県 ③静岡市立長田南
中学校（静岡県）→静岡県立静
岡西高校→順天堂大学 ④富
士通 ⑤180㎝ ⑥67㎏

選手

藤光

謙司

（ふじみつ けんじ） 男
①昭和61年5月1日
（30歳）
②埼玉県 ③さいたま市立三
室中学校
（埼玉県）→さいたま
市立浦和高校
（埼玉県）→日本
大学→日本大学大学院
（2年）
④ゼンリン ⑤182㎝
⑥69㎏
選手

ウォルシュ ジュリアン
男

①平成8年9月18日
（19歳）
②ジャマイカ ③東村山市立
東村山第三中学校
（東京都）
→
私立東高校
（埼玉県）
→東洋大
学→東洋大学
（2年） ④東洋
大学 ⑤175㎝ ⑥75㎏
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陸上競技
Athletics

選手

金丸

祐三

陸上競技

（かねまる ゆうぞう） 男
①昭和62年9月18日（28歳）
②大阪府 ③高槻市立芝谷中
学校（大阪府）→私立大阪高校
→法政大学（4年） ④大塚製
薬 ⑤178㎝ ⑥75㎏

選手

大迫

傑

（おおさこ すぐる） 男
①平成3年5月23日（25歳）
②東京都 ③町田市立金井中
学校（東京都）→長野県私立佐
久長聖高校→早稲田大学
④Nike Oregon Project
⑤170㎝ ⑥52㎏
選手

村山

紘太

（むらやま こうた） 男
①平成5年2月23日（23歳）
②東京都 ③仙台市立 八軒中
学校（宮城県）→私立明成高校
→城西大学 ④旭化成
⑤174㎝ ⑥54㎏

選手

設楽

悠太

（したら ゆうた） 男
①平成3年12月18日（24歳）
②埼玉県 ③寄居町立男衾中
学校（埼玉県）→埼玉県私立武
蔵越生高校→東洋大学
④Honda ⑤170㎝ ⑥48㎏

選手

矢澤

航

（やざわ わたる） 男
①平成3年7月2日（25歳）
②東京都 ③横浜市立岩崎中
学校（神奈川県）→法政大学第
二高校→法政大学 ④デサン
ト ⑤177㎝ ⑥64㎏

選手

野澤

啓佑

（のざわ けいすけ） 男
①平成3年6月7日（25歳）
②山梨県 ③南アルプス市立
甲西中学校（山梨県）→山梨県
立巨摩高校→早稲田大学
④ミズノ ⑤175㎝ ⑥62㎏
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選手

松下

祐樹

（まつした ゆうき） 男
（24歳）
①平成3年9月9日
②神奈川県 ③小田原市立国
府津中学校（神奈川県）→神奈
川県立小田原高校→順天堂大
学 ④ミズノ ⑤176㎝
⑥65㎏
選手

長谷川

大悟

（はせがわ だいご） 男
（26歳）
①平成2年2月27日
②神奈川 ③横浜市立橘中学
校（神奈川県）→私立桐蔭学園
高校→私立東海大学 ④日立
ICTビジネスサービス
⑤173㎝ ⑥58㎏
選手

衛藤

昂

（えとう たかし） 男
（25歳）
①平成3年2月5日
②三重県 ③鈴鹿市立白子中
学校（三重県）→国立鈴鹿工業
高等専門学校→筑波大学大学
院 ④AGF ⑤183㎝
⑥67㎏
選手

山本

聖途

（やまもと せいと） 男
（24歳）
①平成4年3月11日
②愛知県 ③市立岩津中（愛
知県）→私立岡崎城西高→中
京大学 ④トヨタ自動車
⑤181㎝ ⑥70㎏

選手

荻田

大樹

（おぎた ひろき） 男
（28歳）
①昭和62年12月30日
②香川県 ③観音寺市立大野
原中学校（香川県）→香川県立
観音寺第一高校→関西学院大
学 ④ミズノ ⑤186㎝
⑥80㎏
選手

新井

涼平

（あらい りょうへい） 男
（25歳）
①平成3年6月23日
②埼玉県 ③長瀞町立長瀞中
学校（埼玉県）→埼玉県立皆野
高校→国士舘大学 ④スズキ
浜松AC ⑤183㎝ ⑥95㎏

陸上競技
Athletics

選手

中村

明彦

選手

右代

啓祐

（うしろ けいすけ） 男
①昭和61年7月24日（30歳）
②北海道 ③江別市立大麻東
中 学 校（ 北 海 道 ）→ 私 立 札 幌
第一高校→国士舘大学→国士
舘大学大学院 ④スズキ浜松
AC ⑤196㎝ ⑥95㎏
選手

佐々木

悟

（ささき さとる） 男
①昭和60年10月16日（30歳）
②秋田県 ③大仙市立南外中
学校（秋田県）→秋田県立秋田
工業高校→大東文化大学
④旭化成 ⑤171㎝ ⑥56㎏

選手

北島

寿典

（きたじま ひさのり） 男
①昭和59年10月16日（31歳）
②滋賀県 ③前橋市立第七中
学校（群馬県）→群馬県立中央
高校→東洋大学 ④安川電機
⑤171㎝ ⑥55㎏

選手

石川

末廣

（いしかわ すえひろ） 男
①昭和54年9月27日（36歳）
②三重県 ③鈴鹿市立天栄中
学校（三重県）→三重県立稲生
高校→東洋大学 ④Honda
⑤169㎝ ⑥56㎏

選手

髙橋

英輝

（たかはし えいき） 男
①平成4年11月19日（23歳）
②岩手県 ③花巻市立宮野目
中学校（岩手県）→岩手県立花
巻北高校→岩手大学 ④富士
通 ⑤176㎝ ⑥58㎏

松永

大介

（まつなが だいすけ） 男
（21歳）
①平成7年3月24日
②神奈川県 ③横浜市立浜中
学校（神奈川県）→私立横浜高
校（ 神 奈 川 県 ）→ 東 洋 大 学（4
年） ④東洋大学 ⑤174㎝
⑥60㎏
選手

藤澤

陸上競技

（なかむら あきひこ） 男
①平成2年10月23日（25歳）
②愛知県 ③岡崎市立六ツ美
北中学校（愛知県）→私立岡崎
城西高校→中京大学 ④スズ
キ浜松AC ⑤180㎝ ⑥73㎏

選手

勇

（ふじさわ いさむ） 男
（28歳）
①昭和62年10月12日
②長野県 ③中野市立高社中
学校（長野県）→長野県立中野
実業高校→山梨学院大学
④ALSOK ⑤165㎝⑥54㎏

選手

谷井

孝行

（たにい たかゆき） 男
（33歳）
①昭和58年2月14日
②富山県 ③滑川市立滑川中
学校（富山県）→私立荒井学園
高岡向陵高校（富山県）→日本
大学 ④自衛隊体育学校
⑤167㎝ ⑥57㎏
選手

森岡

紘一朗

（もりおか こういちろう） 男
（31歳）
①昭和60年4月2日
②長崎県 ③諫早市立西諫早
中学校（長崎県）→長崎県立諫
早高校→順天堂大学 ④富士
通 ⑤185㎝ ⑥69㎏

選手

荒井

広宙

（あらい ひろおき） 男
（28歳）
①昭和63年5月18日
②長野県 ③小布施町立小布
施中学校（長野県）→長野県立
中野実業高校→福井工業大学
④自衛隊体育学校 ⑤180㎝
⑥62㎏
選手

福島

千里

（ふくしま ちさと） 女
①昭和63年6月27日
（28歳）
②北海道 ③幕別町立糠内中
学校
（北海道）→北海道立帯広
南商業高校→北海道ハイテク
ノロジー専門学校 ④北海道
ハイテクアスリートクラブ
⑤165㎝ ⑥52㎏
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陸上競技
Athletics

選手

尾西

美咲

陸上競技

（おにし みさき） 女
①昭和60年2月24日（31歳）
②三重県 ③伊勢市立小俣中
学（三重県）→宇治山田商業高
校 ④積水化学工業
⑤164㎝ ⑥46㎏

選手

上原

美幸

（うえはら みゆき） 女
①平成7年11月22日（20歳）
②鹿児島 ③鹿児島市立皇徳
寺中学校（鹿児島県）→鹿児島
市立鹿児島女子高校 ④第一
生命 ⑤154㎝ ⑥39㎏

選手

鈴木

亜由子

（すずき あゆこ） 女
①平成3年10月8日（24歳）
②愛知県 ③豊橋市立 豊城
中学校（愛知県）→愛知県立
時習館高校→名古屋大学
④日本郵政㈱ ⑤154㎝
⑥39㎏
選手

高島

由香

（たかしま ゆか） 女
①昭和63年5月12日（28歳）
②山口県 ③防府市立国府中
学校（山口県）→私立興譲館高
校（岡山県） ④資生堂
⑤153㎝ ⑥39㎏

選手

久保倉

里美

（くぼくら さとみ） 女
①昭和57年4月27日
（34歳）
②北海道 ③旭川市立緑ヶ丘
中学校
（北海道）→北海道立旭
川北高校→福島大学→早稲田
大学
（1年） ④新潟アルビレ
ックスランニングクラブ
⑤160㎝ ⑥52㎏
選手

甲斐

好美

（かい このみ） 女
①平成5年7月10日（23歳）
②埼玉県 ③私立日向学院中
学校（宮崎県）→私立日向学院
高校 ④VOLVER ⑤153㎝
⑥50㎏
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選手

海老原

有希

（えびはら ゆき） 女
（30歳）
①昭和60年10月28日
②栃木県 ③上三川町立上三
川中学校（栃木県）→栃木県立
真岡女子高校→国士舘大学
④スズキ浜松AC ⑤164㎝
⑥68㎏
選手

伊藤

舞

（いとう まい） 女
（32歳）
①昭和59年5月23日
②兵庫県 ③奈良市立平城東
中学校（奈良県）→私立京都橘
高校
（京都府）
→京都産業大学
④大塚製薬 ⑤156㎝
⑥41㎏
選手

福士

加代子

（ふくし かよこ） 女
（34歳）
①昭和57年3月25日
②青森県 ③板柳町立板柳中
学校（青森県）→青森県立五所
川原工業高校 ④ワコール
⑤160㎝ ⑥47㎏

選手

田中

智美

（たなか ともみ） 女
（28歳）
①昭和63年1月25日
②千葉県 ③成田市立成田中
学校（千葉県）→私立聖書学園
千葉英和高校（千葉県）→玉川
大学 ④第一生命 ⑤154 ㎝
⑥40㎏
選手

岡田

久美子

（おかだ くみこ） 女
（24歳）
①平成3年10月17日
②埼玉県 ③上尾市立東中学
校（埼玉県）→埼玉県立熊谷女
子高校→立教大学 ④ビック
カメラ ⑤158㎝ ⑥47㎏

水泳／競泳
Swimming
チームリーダー

坂元

要

（さかもと かなめ） 男
①昭和30年7月28日（61歳）
②鹿児島県 ③私立鹿児島実
業高校（鹿児島県）→法政大学
④㈱日本水泳振興会

平井

伯昌

（ひらい のりまさ） 男
①昭和38年5月31日
（53歳）

②東京都 ③私立早稲田高校
（東京都）
→早稲田大学→早稲
田大学大学院 ④東洋大学
⑧専任コーチングディレクタ
ー ( トップアスリート担当 )
⑩水泳上級コーチ，水泳上級
教師

コーチ

梅原

孝之

（うめはら たかゆき） 男
①昭和45年7月17日
（46歳）

②東京都 ③私立日本大学付
属豊山高校
（東京都）
→旭川大
学 ④ JSS 毛呂山スイミング
スクール ⑧専任コーチング
ディレクター ( 特任コーチン
グ ス タッフ ) ⑩水泳上級コ
ーチ

コーチ

竹村

吉昭

（たけむら よしあき） 男
①昭和30年8月28日
（60歳）
②京都府 ③京都府立鴨沂高
校
（京都府）→大阪体育大学
④ JSS 所沢スイミングスクー
ル ⑧専任コーチングディレ
クター ( 特任コーチングスタ
ッフ) ⑩水泳上級コーチ
コーチ

藤森

善弘

（ふじもり よしひろ） 男
①昭和39年4月3日（52歳）
②愛知県 ③私立東邦高校
（愛知県）
→日本体育大学
④日本体育大学 ⑩水泳上級
コーチ

コーチ

村上

二美也

（むらかみ ふみや） 男
①昭和35年4月26日（56歳）
②秋田県 ③秋田県立角館高
校→東京体育専門学校 ④ス
ポーツクラブ＆スパルネサン
ス亀戸 ⑩水泳コーチ

女子選手

役 員

合 計

18名

18名

24名

60名

コーチ

奥野

景介

（おくの けいすけ） 男
（50歳）
①昭和40年12月9日
②岡山県 ③私立瀬戸内高校
（広島県）→早稲田大学→順天
堂大学大学院 ④早稲田大学
スポーツ科学学術院 ⑩水泳
上級コーチ，水泳教師
コーチ

佐々木

水泳／競泳

コーチ

男子選手

祐一郎

（ささき ゆういちろう） 男
（44歳）
①昭和46年10月6日
②長崎県 ③長崎県立長崎北
高校
（長崎県）
→中京大学
④中京大学 ⑩水泳上級コー
チ

コーチ

加藤

健志

（かとう つよし） 男
（50歳）
①昭和40年12月26日
②愛媛県 ③愛媛県立新居浜
工業高校→国際武道大学→東
海大学大学院 ④東海大学水
泳部 ⑩水泳上級コーチ

コーチ

青木

和子

（あおき かずこ） 女
（57歳）
①昭和34年5月17日
②群馬県 ③群馬県立伊勢崎
女子高校 ④㈱コナミスポ
ーツクラブ ⑩水泳上級コー
チ，水泳上級教師

コーチ

佐野

秀匡

（さの ひでまさ） 男
（32歳）
①昭和59年5月28日
②富山県 ③私立八王子学園
八王子高校（東京都）→明治大
学→明治大学大学院 ④明治
大学 ⑩水泳コーチ

ドクター

半谷

美夏

（はんがい みか） 女
（44歳）
①昭和47年6月16日
②茨城県 ③茨城県立水戸第
一高校→秋田大学→筑波大学
大学院 ④国立スポーツ科学
センター ⑩スポーツドクタ
ー
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水泳／競泳
Swimming

ドクター

奥田

鉄人

水泳／競泳

（おくだ てつひと） 男
①昭和45年6月12日（46歳）
②石川県 ③石川県立金沢西
高校→金沢医科大学→金沢医
科大学大学院 ④金沢星稜大
学 ⑩スポーツドクター

トレーナー

桑井

太陽

（くわい たいよう） 男
①昭和49年9月1日（41歳）
②神奈川県 ③神奈川県立舞
岡高校→東京衛生学園専門学
校 ④㈱サンイリオス・イン
ターナショナル ⑩アスレテ
ィックトレーナー
トレーナー

小沢

邦彦

（おざわ くにひこ） 男
①昭和44年11月17日（46歳）
②長野県 ③私立日本大学豊
山高校（東京都）→日本大学
④リフレッシュ指圧センター

トレーナー

加藤

明生

（かとう あきお） 男
①昭和49年4月4日（42歳）
②島根県 ③島根県立出雲高
校→日本体育大学 ④白石鍼
灸治療院 ⑧専任メディカル
スタッフ（トレーナー） ⑩ア
スレティックトレーナー
トレーナー

三富

陽輔

（みとみ ようすけ） 男
①昭和60年11月7日（30歳）
②新潟県 ③私立日本文理高
校（新潟県）→新潟医療福祉大
学 ④国立スポーツ科学セン
ター ⑩アスレティックトレ
ーナー
トレーナー

佐々木

秀男

（ささき ひでお） 男
①昭和44年1月30日（47歳）
②東京都 ③東京都立赤城台
高校→日本鍼灸理療専門学校
④独立行政法人日本スポーツ
振興センター
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技術スタッフ

シェルベルグ マグナス

男
①昭和32年1月18日
（59歳）
②スウェーデン
③KATEDRALSKOLAN, VAXJO→KAROLINSKA INSTITU TET, STOCKHOLM ④独立行
政法人日本スポーツ振興セン
ター
総務

村松

さやか

（むらまつ さやか） 女
（39歳）
①昭和52年5月26日
②新潟県 ③新潟県立高田高
校→東洋大学 ④独立行政法
人日本スポーツ振興センター
⑨JOC-NCA修了者

総務

石松

正考

（いしまつ まさたか） 男
（29歳）
①昭和61年11月26日
②福岡県 ③福岡県立東筑高
校→早稲田大学→インディア
ナ大学大学院 ④独立行政法
人日本スポーツ振興センター

総務

坂口

結子

（さかぐち ゆうこ） 女
（37歳）
①昭和54年2月20日
②愛知県 ③愛知県立阿久比
高校→中京大学→中京大学大
学院 ④独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター ⑩水泳
コーチ
総務

原

怜来

（はら れいら） 女
（28歳）
①昭和62年10月27日
②埼玉県 ③私立桜蔭高校
（東京都）→早稲田大学→早稲
田大学大学院 ④日本大学

総務

金子

沙弥佳

（かねこ さやか） 女
①平成元年10月18日
（26歳）
②東京都 ③私立成城学園高
校
（ 東 京 都 ）→ 成 城 大 学 ④
（公財）日本オリンピック委員
会 ⑧専任メディカルディレ
クター（NTC 担当） ⑨ JOCNCA修了者

水泳／競泳
Swimming

選手

萩野

公介

選手

入江

陵介

（いりえ りょうすけ） 男
①平成2年1月24日（26歳）
②大阪府 ③大阪市立天王寺
中学校（大阪府）→私立近畿大
学付属高校（大阪府）→近畿大
学 ④イトマン東進 ⑤178
㎝ ⑥64㎏
選手

長谷川

純矢

（はせがわ じゅんや） 男
①平成5年12月13日（22歳）
②静岡県 ③静岡大学教育学
部附属島田中学校（静岡県）→
静岡県立島田高校→中京大学
④ミキハウス ⑤180㎝
⑥70㎏
選手

金子

雅紀

（かねこ まさき） 男
①平成4年3月27日
（24歳）
②埼玉県 ③川越市立富士見
中学校
（埼玉県）→私立細田学
園高校
（埼玉県）→筑波大学→
筑波大学大学院
（2年）
④筑波大学大学院 /YURAS
⑤181㎝ ⑥75㎏
選手

小関

也朱篤

（こせき やすひろ） 男
①平成4年3月14日（24歳）
②山形県 ③鶴岡市立鶴岡第
四中学校（山形県）→私立羽黒
高校（山形県）→日本体育大学
④ミキハウス ⑤188㎝
⑥80㎏
選手

渡辺

一平

（わたなべ いっぺい） 男
①平成9年3月18日（19歳）
②大分県 ③津久見市立第一
中学校（大分県）→大分県立佐
伯 鶴 城 高 校 → 早 稲 田 大 学（2
年） ④早稲田大学 ⑤193㎝
⑥76㎏

瀬戸

大也

（せと だいや） 男
①平成6年5月24日
（22歳）
②埼玉県 ③毛呂山町立毛呂
山中学校
（埼玉県）→私立埼玉
栄高校
（埼玉県）→早稲田大学
（4年） ④早稲田大学 /JSS 毛
呂山スイミングスクール
⑤174㎝ ⑥73㎏
選手

坂井

水泳／競泳

（はぎの こうすけ） 男
①平成6年8月15日（21歳）
②栃木県 ③私立作新学院中
等部（栃木県）→私立作新学院
高 校（ 栃 木 県 ）→ 東 洋 大 学（4
年） ④東洋大学 ⑤177㎝
⑥71㎏

選手

聖人

（さかい まさと） 男
（21歳）
①平成7年6月6日
②福岡県 ③柳川市立柳城中
学校（福岡県）→私立柳川高校
（福岡県）→早稲田大学（3年）
④早稲田大学 ⑤181㎝
⑥72㎏
選手

藤森

太将

（ふじもり ひろまさ） 男
①平成3年8月7日
（24歳）
②神奈川県 ③横浜市立田奈
中学校
（神奈川県）→私立飛龍
高校
（静岡県）→日本体育大学
→日本体育大学大学院
（2年）
④日本体育大学大学院 / ミキ
ハウス ⑤176㎝ ⑥72㎏
選手

中村

克

（なかむら かつみ） 男
（22歳）
①平成6年2月21日
②東京都 ③足立区立第十四
中学校（東京都）→私立武蔵野
高校（東京都）→早稲田大学
④イトマン東進 ⑤183 ㎝
⑥75㎏
選手

塩浦

慎理

（しおうら しんり） 男
（24歳）
①平成3年11月26日
②群馬県 ③伊勢原市立山王
中学校（神奈川県）→私立湘南
工科大学附属高校（神奈川県）
→中央大学 ④イトマン東進
⑤188㎝ ⑥90㎏
選手

小長谷

研二

（こばせ けんじ） 男
（29歳）
①昭和62年7月31日
②北海道 ③札幌市立月寒中
学校（北海道）→私立北海道尚
志学園高校（北海道）→中央大
学 ④岐阜西スポーツクラブ
⑤180㎝ ⑥80㎏
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水泳／競泳
Swimming

選手

古賀

淳也

水泳／競泳

（こが じゅんや） 男
①昭和62年7月19日
（29歳）
②埼玉県 ③熊谷市立富士見
中学校
（埼玉県）→私立春日部
共栄高校
（埼玉県）→早稲田大
学 ④第一三共㈱ / 埼玉スイ
ミングスクール ⑤181 ㎝
⑥74㎏
選手

松田

丈志

（まつだ たけし） 男
①昭和59年6月23日
（32歳）

②宮崎県 ③延岡市立東海中学
校
（宮崎県）
→私立延岡学園高校
（宮崎県）
→中京大学→中京大学
大学院 ④セガサミーホール
ディングス㈱ /SPEEDO SWIM
CLUB ⑤184㎝
⑥84㎏

選手

江原

騎士

（えはら ないと） 男
①平成5年7月30日（23歳）
②山梨県 ③甲府市立富竹中
学校（山梨県）→私立山梨学院
高校（山梨県）→山梨学院大学
④自衛隊体育学校 ⑤172㎝
⑥59㎏
選手

小堀

勇氣

（こぼり ゆうき） 男
①平成5年11月25日（22歳）
②石川県 ③能美市立辰口中
学校（石川県）→私立金沢高校
（石川県）→日本大学 ④ミズ
ノ㈱ ⑤183㎝ ⑥77㎏

選手

藤井

拓郎

（ふじい たくろう） 男
①昭和60年4月21日（31歳）
②大阪府 ③河内長野市立南
花台中学校（大阪府）→私立太
成学院大学高校（大阪府）→早
稲田大学 ④㈱コナミスポー
ツクラブ ⑤184㎝ ⑥82㎏
選手

平井

康翔

（ひらい やすなり） 男
①平成2年4月2日（26歳）
②千葉県 ③我孫子市立我孫
子中学校（千葉県）→船橋市立
船橋高校→明治大学 ④㈱朝
日ネット ⑤175㎝ ⑥75㎏
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選手

渡部

香生子

（わたなべ かなこ） 女
①平成8年11月15日
（19歳）
②東京都 ③私立武蔵野中学
校
（東京都）→私立武蔵野高校
（東京都）→早稲田大学
（2年）
④早稲田大学/JSS立石ダイワ
スイミングスクール
⑤167㎝ ⑥60㎏
選手

鈴木

聡美

（すずき さとみ） 女
（25歳）
①平成3年1月29日
②福岡県 ③遠賀町立遠賀中
学校（福岡県）→私立九州産業
大学付属九州高校（福岡県）→
山梨学院大学 ④ミキハウス
⑤168㎝ ⑥63㎏
選手

金藤

理絵

（かねとう りえ） 女
①昭和63年9月8日
（27歳）
②広島県 ③庄原市立庄原中
学校
（広島県）→広島県立三次
高校→東海大学→東海大学大
学院 ④ ( 一社 ) ぎふ瑞穂スポ
ーツガーデン/Jakedエリート
チーム ⑤175㎝ ⑥64㎏
選手

池江

璃花子

（いけえ りかこ） 女
①平成12年7月4日
（16歳）
②東京都 ③江戸川区立小岩
第四中学校
（東京都）→私立淑
徳巣鴨高校
（東京都）
（1年）
④淑徳巣鴨高校 / スポーツク
ラブ & スパルネサンス亀戸
⑤167㎝ ⑥55㎏
選手

星

奈津美

（ほし なつみ） 女
（25歳）
①平成2年8月21日
②埼玉県 ③越谷市立栄進中
学校（埼玉県）→私立春日部共
栄高校
（埼玉県）
→早稲田大学
④ミズノ㈱ ⑤164㎝
⑥56㎏
選手

長谷川

涼香

（はせがわ すずか） 女
①平成12年1月25日
（16歳）
②東京都 ③北区立田端中学
校
（東京都）→私立淑徳巣鴨高
校
（東京都）
（2年） ④淑徳巣
鴨高校 / フィットネスクラブ
東京ドーム ⑤165㎝
⑥56㎏

水泳／競泳
Swimming

選手

寺村

美穂

選手

今井

月

（いまい るな） 女
①平成12年8月15日（15歳）
②岐阜県 ③岐阜市立岐阜西
中学校（岐阜県）→私立豊川高
校（愛知県）
（1年） ④豊川高
校／コカ・コーラスポーツク
ラブ ⑤163㎝ ⑥50㎏
選手

髙橋

美帆

（たかはし みほ） 女
①平成4年12月1日
（23歳）

②京都府 ③長岡京市立長岡
中学校
（京都府）
→私立京都外
大西高校
（京都府）
→日本体育
大学→日本体育大学大学院
（2
年） ④日本体育大学大学院 /
ミキハウス ⑤161㎝
⑥56㎏

選手

清水

咲子

（しみず さきこ） 女
①平成4年4月20日（24歳）
②栃木県 ③大田原市立湯津
上中学校（栃木県）→私立作新
学院高校（栃木県）→日本体育
大学 ④ミキハウス
⑤156㎝ ⑥50㎏
選手

内田

美希

（うちだ みき） 女
①平成7年2月21日
（21歳）
②埼玉県 ③明和町立明和中
学校
（群馬県）→私立関東学園
大学付属高校
（群馬県）→東洋
大学
（4年） ④東洋大学 / スウ
ィン館林スイミングスクール
⑤173㎝ ⑥62㎏
選手

松本

弥生

（まつもと やよい） 女
①平成2年3月8日
（26歳）
②静岡県 ③沼津市立今沢中
学校
（静岡県）→私立飛龍高校
（静岡県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院 ④ミキハ
ウス/SPEEDO SWIM CLUB
⑤168㎝ ⑥65㎏

山口

美咲

（やまぐち みさき） 女
（26歳）
①平成2年1月20日
②長崎県 ③諫早市立真城中
学校（長崎県）→私立近畿大学
付属高校（大阪府）→近畿大学
④イトマンスイミングスクー
ル ⑤165㎝ ⑥60㎏
選手

五十嵐

水泳／競泳

（てらむら みほ） 女
①平成6年9月27日
（21歳）
②千葉県 ③流山市立東部中
学校
（千葉県）→私立千葉商科
大学付属高校
（千葉県）→日本
大学
（4年） ④日本大学 / セン
トラルスポーツ ⑤164 ㎝
⑥53㎏

選手

千尋

（いがらし ちひろ） 女
①平成7年5月24日
（21歳）

②神奈川県 ③横浜市立すすき
野中学校
（神奈川県）
→私立日本
大学付属藤沢高校
（神奈川県）
→
日本体育大学
（3年）
④日本体育大学/SPEEDO
SWIM CLUB ⑤170㎝
⑥63㎏

選手

持田

早智

（もちだ さち） 女
①平成11年7月19日
（17歳）
②奈良県 ③千葉市立打瀬中
学校
（千葉県）→私立千葉商科
大学付属高校
（千葉県）
（2年）
④千葉商科大学付属高校 / ス
ポーツクラブ & スパルネサン
ス幕張 ⑤166㎝ ⑥57㎏
選手

青木

智美

（あおき ともみ） 女
①平成6年10月25日
（21歳）
②神奈川県 ③大和市立南林
間中学校
（神奈川県）→神奈川
県立神奈川総合高校→法政大
学
（4年） ④法政大学 / アリー
ナつきみ野スポーツクラブ
⑤164㎝ ⑥55㎏
選手

酒井

夏海

（さかい なつみ） 女
（15歳）
①平成13年6月19日
②埼玉県 ③さいたま市立土
合中学校（埼玉県）
（3年）④土
合中学校 / スウィン南越谷ス
イミングスクール ⑤172㎝
⑥58㎏
選手

貴田

裕美

（きだ ゆみ） 女
（31歳）
①昭和60年6月30日
②埼玉県 ③群馬町立南中学
校（群馬県）→群馬県立高崎北
高校→前橋国際大学 ④㈱コ
ナミスポーツクラブ
⑤160㎝ ⑥55㎏
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水泳／飛込
Diving
コーチ

馬淵

崇英

水泳／飛込

（まぶち すうえい） 男
①昭和38年10月20日（52歳）
②中華人民共和国 ③上海市
体育技術学院高校→神戸国際
大学 ④ JSS 宝塚 ⑩水泳上
級コーチ

トレーナー

成田

崇矢

（なりた たかや） 男
①昭和50年6月12日（41歳）
②東京都 ③茨城県立水海道
第一高校→群馬大学→早稲田
大学大学院 ④健康科学大学
⑩アスレティックトレーナー

総務

野村

孝路

（のむら たかみち） 男
①昭和34年8月21日
（56歳）
②東京都 ③私立東京農業大
学第二高校
（群馬県）→群馬大
学→群馬大学大学院 ④独立
行政法人日本スポーツ振興セ
ンター ⑨JOC-NCA修了者
⑩水泳上級コーチ
選手

寺内

健

（てらうち けん） 男
①昭和55年8月7日（35歳）
②兵庫県 ③宝塚市立光ガ丘
中学校（兵庫県）→私立此花学
院高校（大阪府）→甲子園大学
→甲子園大学大学院 ④ミキ
ハウス ⑤170㎝ ⑥70㎏
選手

坂井

丞

（さかい しょう） 男
①平成4年8月22日
（23歳）
②神奈川県 ③相模原市立大
野南中学校
（神奈川県）→私立
麻布大学付属淵野辺高校
（神
奈川県）
→日本体育大学
④ミキハウス ⑤171㎝
⑥58㎏
選手

板橋

美波

（いたはし みなみ） 女
①平成12年1月28日（16歳）
②兵庫県 ③宝塚市立御殿山
中学校（兵庫県）→私立甲子園
学院高校
（兵庫県）
（2年）
④JSS宝塚 ⑤150㎝
⑥47㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

2名

1名

3名

6名

水泳／シンクロナイズドスイミング
Synchronised Swimming
監督

井村

雅代

コーチ

滝田

理砂子

（たきた りさこ） 女
①昭和47年10月30日
（43歳）

②神奈川県 ③私立鎌倉女子大
学高等部
（神奈川県）
→日本女子
体育大学 ④東京シンクロクラ
ブ ⑧専任コーチングディレク
ター(NTC担当) ⑨JOC-NCA修
了者 ⑩水泳上級コーチ

コーチ

宮川

美哉

（みやかわ みや） 女
①昭和49年12月12日
（41歳）
②京都府 ③私立四天王寺高
校
（大阪府） ④東京シンクロ
クラブ ⑧専任コーチングデ
ィレクター ( 特任コーチング
スタッフ) ⑩水泳コーチ

トレーナー

地神

裕史

（ぢがみ ひろふみ） 男
①昭和54年12月17日
（36歳）
②茨城県 ③私立江戸川学園
取手高校
（茨城県）→東京都立
保健科学大学→新潟大学大学
院 ④国士舘大学 理工学部
健康医工学系 ⑩アスレティ
ックトレーナー
トレーナー

田中

基義

（たなか もとよし） 男
①昭和56年1月11日（35歳）
②東京都 ③私立日本大学豊
山高校（東京都）→日本大学短
期大学部→東海大学大学院
④タナカ整骨院

トレーナー

浅岡

良信

（あさおか よしのぶ） 男
①昭和50年8月13日（40歳）
②千葉県 ③千葉県立八千代
西高校→早稲田医療技術専門
学校 ④独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター

−

9名

総務

小林

役 員

合 計

7名

16名

千紗

（こばやし ちさ） 女
（28歳）
①昭和62年12月12日
②京都府 ③私立京都文教高
校
（京都府）
→立命館大学
④京都文教中学・高校

選手

乾

水泳／シンクロナイズドスイミング

（いむら まさよ） 女
①昭和25年8月16日（65歳）
②大阪府 ③大阪府立生野高
校→天理大学 ④（公財）日本
オリンピック委員会 ⑧アシ
スタントナショナルコーチ
⑩水泳上級コーチ

男子選手 女子選手

友紀子

（いぬい ゆきこ） 女
（25歳）
①平成2年12月4日
②滋賀県 ③私立近江兄弟社
中学校（滋賀県）→私立近江兄
弟社高校（滋賀県）→立命館大
学 ④芦屋大学 ⑤170 ㎝
⑥56㎏
選手

三井

梨紗子

（みつい りさこ） 女
（22歳）
①平成5年9月23日
②東京都 ③私立日本大学第
一中学校（東京都）→私立日本
大学第一高校（東京都）→日本
大学 ④ミキハウス
⑤168㎝⑥56㎏
選手

吉田

胡桃

（よしだ くるみ） 女
①平成3年12月1日
（24歳）
②大阪府 ③私立聖母被昇天
学院中学校
（大阪府）→私立聖
母被昇天学院高校
（大阪府）→
追手門学院大学 ④
（一社）井
村シンクロクラブ ⑤167㎝
⑥59㎏
選手

箱山

愛香

（はこやま あいか） 女
（25歳）
①平成3年7月27日
②長野県 ③長野市立三陽中
学校（長野県）→長野日本大学
高校（長野県）→日本体育大学
④栗田病院 ⑤176㎝
⑥62㎏
選手

中村

麻衣

（なかむら まい） 女
（27歳）
①平成元年1月13日
②兵庫県 ③私立松蔭中学校
（兵庫県）→私立松蔭高校（兵
庫県）→神戸松蔭女子学院大
学 ④（一社）井村シンクロク
ラブ ⑤163㎝ ⑥50㎏
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水泳／シンクロナイズドスイミング
Synchronised Swimming

選手

丸茂

圭衣

水泳／シンクロナイズドスイミング

（まるも けい） 女
①平成4年3月6日（24歳）
②大阪府 ③箕面市立第二中
学校（大阪府）→大阪府立千里
青雲高校→関西外国語大学
④三菱電機㈱ ⑤162㎝
⑥48㎏
選手

中牧

佳南

（なかまき かなみ） 女
①平成4年6月5日（24歳）
②大阪府 ③豊中市立第九中
学校（大阪府）→私立四天王寺
高校（大阪府）→追手門学院大
学 ④（一社）井村シンクロク
ラブ ⑤169㎝ ⑥56㎏
選手

小俣

夏乃

（おまた かの） 女
①平成8年7月24日（20歳）
②神奈川県 ③茅ヶ崎市立中
島中学校（神奈川県）→神奈川
県立麻生高校→国士舘大学（2
年） ④アクラブ調布
⑤160㎝ ⑥49㎏
選手

林

愛子

（はやし あいこ） 女
①平成5年11月17日（22歳）
②大阪府 ③大阪市立瑞光中
学校（大阪府）→私立大阪薫英
女学院高校（大阪府）→芦屋大
学 ④（一社）井村シンクロク
ラブ ⑤166㎝ ⑥56㎏
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水泳／水球
Water Polo
監督

大本

洋嗣

コーチ

南

隆尚

（みなみ たかひさ） 男
①昭和41年8月10日
（49歳）
②和歌山県 ③和歌山県立桐
蔭高校→筑波大学→筑波大学
大学院 ④鳴門教育大学
⑧専任コーチングディレクタ
ー(特任コーチングスタッフ)
⑩水泳上級コーチ
コーチ

葛原

浩

（かつはら ひろし） 男
①昭和47年12月31日（43歳）
②青森県 ③青森県立青森商
業高校→日本体育大学 ④青
森県立北斗高校 ⑩水泳上級
コーチ

トレーナー

濱中

康治

（はまなか こうじ） 男
①昭和54年12月24日
（36歳）
②三重県 ③三重県立木本高
校→国際医療福祉大学→国際
医療福祉大学大学院
④ JCHO 東京新宿メディカル
センター ⑩アスレティック
トレーナー
総務

大井

恵滋

（おおい けいじ） 男
①昭和47年6月17日（44歳）
②東京都 ③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→日本体育大学 ④
学校法人佐藤栄学園栄東高校
⑩水泳上級コーチ

選手

棚村

克行

（たなむら かつゆき） 男
①平成元年8月3日
（27歳）
②沖縄県 ③私立明治大学付
属中野中学校
（東京都）→私立
明治大学付属中野高校
（東京
都）→筑波大学 ④㈱ブルボ
ン/ブルボンウォーターポロク
ラブ柏崎 ⑤184㎝ ⑥84㎏

13名

−

選手

福島

役 員

合 計

5名

18名

丈貴

（ふくしま ともよし） 男
①平成5年6月3日
（23歳）
②鹿児島県 ③鹿児島市立谷
山中学校
（鹿児島県）→鹿児島
県立鹿児島南高校→日本体育
大学 ④東京ガスライフバル
保谷㈱/全日体大 ⑤177㎝
⑥75㎏
選手

飯田

水泳／水球

（おおもと ようじ） 男
①昭和42年6月26日
（49歳）
②千葉県 ③千葉市立千葉高
校→日本体育大学→日本体育
大学大学院 ④日本体育大学
⑧専任コーチングディレクタ
ー(ジュニアアスリート担当)
⑩水泳上級コーチ

男子選手 女子選手

純士

（いいだ あつと） 男
（22歳）
①平成5年12月24日
②静岡県 ③青森市立三内中
学校（青森県）→青森県立青森
商業高校→日本体育大学
④東京ガスエスネット㈱ / 全
日体大 ⑤181㎝ ⑥82㎏
選手

志水

祐介

（しみず ゆうすけ） 男
①昭和63年9月7日
（27歳）
②熊本県 ③熊本市立京陵中
学校
（熊本県）→私立埼玉栄高
校
（埼玉県）
→筑波大学
④㈱ブルボン / ブルボンウォ
ーターポロクラブ柏崎
⑤181㎝ ⑥93㎏
選手

保田

賢也

（やすだ けんや） 男
①平成元年3月29日
（27歳）
②富山県 ③富山市立富山北
部中学校
（富山県）→富山県立
富山北部高校→筑波大学
④㈱ブルボン / ブルボンウォ
ーターポロクラブ柏崎
⑤182㎝ ⑥77㎏
選手

大川

慶悟

（おおかわ けいご） 男
（26歳）
①平成2年3月11日
②茨城県 ③土浦市立土浦第
一中学校（茨城県）→私立秀明
英光高校（埼玉県）→日本体育
大学 ④秀明英光高校 / 全日
体大 ⑤183㎝ ⑥96㎏
選手

柳瀬

彰良

（やなせ あきら） 男
①昭和63年8月11日
（27歳）
②山梨県 ③玉村町立玉村中
学校
（群馬県）→群馬県立前橋
商業高校→日本体育大学→日
本体育大学大学院 ④白鵬女
子高校/全日体大 ⑤190㎝
⑥95㎏
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水泳／水球
Water Polo

選手

竹井

昂司

水泳／水球

（たけい こうじ） 男
①平成2年7月30日（26歳）
②京都府 ③京都市立修学院
中学（京都府）→京都府立鳥羽
高校→日本体育大学
④ CNC ㈱コスモネット / 全日
体大 ⑤176㎝ ⑥78㎏
選手

角野

友紀

（かどの ゆうき） 男
①平成2年9月14日（25歳）
②三重県 ③四日市市立常磐
中学校（三重県）→私立津田学
園高校（三重県）→日本体育大
学 ④㈱オフィス921/全日体
大 ⑤177㎝ ⑥72㎏
選手

筈井

翔太

（はずい しょうた） 男
①昭和61年9月30日
（29歳）
②京都府 ③京都市立洛東中
学校
（京都府）→京都府立鳥羽
高校→早稲田大学 ④㈱ブル
ボン / ブルボンウォーターポ
ロクラブ柏崎⑤177㎝
⑥77㎏
選手

志賀

光明

（しが みつあき） 男
①平成3年9月16日（24歳）
②富山県 ③前橋市立東中学
校（群馬県）→群馬県立前橋商
業高校→日本体育大学 ④㈱
登利平/全日体大 ⑤177㎝
⑥75㎏
選手

荒井

陸

（あらい あつし） 男
①平成6年2月3日（22歳）
②神奈川県 ③川崎市立西高
津中学校（神奈川県）→私立秀
明英光高校（埼玉県）→日本体
育大学 ④㈱プラザハウス /
全日体大 ⑤169㎝ ⑥62㎏
選手

足立

聖弥

（あだち せいや） 男
①平成7年6月24日（21歳）
②岐阜県 ③各務原市立中央
中学校（岐阜県）→私立秀明英
光高校（埼玉県）→日本体育大
学（3年） ④日本体育大学
⑤172㎝ ⑥67㎏
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サッカー【男子】
Football (Men)
監督

手倉森

誠

（てぐらもり まこと） 男
①昭和42年11月14日（48歳）
②青森県 ③青森県立五戸高
校 ④（公財）日本サッカー協
会 ⑧専任コーチングディレ
クター（トップアスリート担
当） ⑩サッカーＳ級コーチ

秋葉

忠宏

（あきば ただひろ） 男
①昭和50年10月13日（40歳）
②千葉県 ③船橋市立船橋高
校 ( 千葉県 ) ④（公財）日本サ
ッカー協会 ⑩サッカーＳ級
コーチ

コーチ

佐藤

洋平

（さとう ようへい） 男
①昭和47年11月22日（43歳）
②宮城県 ③宮城県立工業高
校 ④（公財）日本サッカー協
会 ⑩サッカーＡ級コーチ，
サッカーＢ級コーチ

コーチ

早川

直樹

（はやかわ なおき） 男
①昭和38年3月9日（53歳）
②東京都 ③東京都立南多摩
高校 ④（公財）日本サッカー
協会 ⑩サッカーＢ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（47歳）
②茨城県 ③茨城県立水戸第
一高校→昭和大学 ④昭和大
学藤が丘病院 ⑩スポーツド
クター

トレーナー

菊島

良介

（きくしま りょうすけ） 男
①昭和53年1月16日
（38歳）
②東京都 ③東京都立清瀬高
校→日本体育大学 ④
（公財）
日本サッカー協会 ⑧専任メ
ディカルスタッフ
（トレーナ
ー） ⑩アスレティックトレ
ーナー

女子選手

役 員

合 計

18名

−

7名

25名

総務

池辺

友和

（いけべ ともかず） 男
（38歳）
①昭和53年2月1日
②広島県 ③私立山陽高校
（広島県）→福岡大学 ④（公
財）日本サッカー協会 ⑩サ
ッカーＤ級コーチ

選手

浅野

サッカー【男子】

コーチ

男子選手

拓磨

（あさの たくま） 男
（21歳）
①平成6年11月10日
②三重県 ③菰野町立八風中
学校（三重県）→三重県立四日
市中央工業高校 ④サンフレ
ッチェ広島 ⑤171㎝
⑥70㎏
選手

井手口

陽介

（いでぐち ようすけ） 男
（19歳）
①平成8年8月23日
②福岡県 ③大阪市立長吉西
中学校（大阪府）→私立追手門
学院高校（大阪府） ④ガンバ
大阪 ⑤171㎝ ⑥69㎏

選手

岩波

拓也

（いわなみ たくや） 男
（22歳）
①平成6年6月18日
②兵庫県 ③神戸市立東落合
中学校（兵庫県）→私立第一学
院高校 ④ヴィッセル神戸
⑤186㎝ ⑥78㎏

選手

植田

直通

（うえだ なおみち） 男
（21歳）
①平成6年10月24日
②熊本県 ③宇土市立住吉中
学校（熊本県）→熊本県立大津
高校 ④鹿島アントラーズ
⑤186㎝ ⑥77㎏

選手

遠藤

航

（えんどう わたる） 男
（23歳）
①平成5年2月9日
②神奈川県 ③横浜市立南戸
塚中学校（神奈川県）→神奈川
県立金井高校 ④浦和レッズ
⑤178㎝ ⑥75㎏
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サッカー【男子】
Football (Men)

選手

大島

僚太

（おおしま りょうた） 男
①平成5年1月23日（23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） ④川崎フロン
ターレ ⑤168㎝ ⑥64㎏

サッカー【男子】

選手

亀川

諒史

（かめかわ まさし） 男
①平成5年5月28日（23歳）
②大阪府 ③箕面市立第一中
学校（大阪府）→私立帝京第三
高校（東京都） ④アビスパ福
岡 ⑤177㎝ ⑥68㎏

選手

櫛引

政敏

（くしびき まさとし） 男
①平成5年1月29日（23歳）
②青森県 ③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県） ④鹿島アント
ラーズ ⑤186㎝ ⑥82㎏

選手

久保

裕也

（くぼ ゆうや） 男
①平成5年12月24日（22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 BSC ヤン
グ・ボーイズ（スイス）
⑤178㎝ ⑥72㎏
選手

興梠

慎三

（こうろき しんぞう） 男
①昭和61年7月31日（30歳）
②宮崎県 ③宮崎市立東大宮
中学校（宮崎県）→私立鵬翔高
校（宮崎県） ④浦和レッズ
⑤175㎝ ⑥72㎏

選手

塩谷

司

（しおたに つかさ） 男
①昭和63年12月5日（27歳）
②徳島県 ③徳島市立南部中
学校（徳島県）→徳島県立徳島
商業高校→国士舘大学 ④サ
ンフレッチェ広島
⑤182㎝ ⑥80㎏
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選手

中島

翔哉

（なかじま しょうや） 男
（21歳）
①平成6年8月23日
②東京都 ③八王子市立別所
中学校（東京都）→私立第一学
院高校 ④FC東京
⑤164㎝ ⑥64㎏

選手

中村

航輔

（なかむら こうすけ） 男
（21歳）
①平成7年2月27日
②東京都 ③北区立王子桜中
学校（東京都）→私立日本体育
大学柏高校（千葉県） ④柏レ
イソル ⑤184㎝ ⑥72㎏

選手

原川

力

（はらかわ りき） 男
（22歳）
①平成5年8月18日
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川崎フロ
ンターレ ⑤175㎝ ⑥72㎏

選手

藤春

廣輝

（ふじはる ひろき） 男
（27歳）
①昭和63年11月28日
②大阪府 ③東海大学付属仰
星高校中等部（大阪府）→私立
東海大学付属仰星高校（大阪
府）→大阪体育大学 ④ガン
バ大阪 ⑤175㎝ ⑥60㎏
選手

南野

拓実

（みなみの たくみ） 男
（21歳）
①平成7年1月16日
②大阪府 ③泉佐野市立第3
中学校（大阪府）→私立興国高
校（大阪府） ④ザルツブルグ
( オーストリア ) ⑤174 ㎝
⑥67㎏
選手

室屋

成

（むろや せい） 男
（22歳）
①平成6年4月5日
②大阪府 ③熊取町立熊取北
中学校（大阪府）→私立青森山
田高校（青森県）→明治大学
④FC東京 ⑤174㎝ ⑥65㎏

サッカー【男子】
Football (Men)

選手

矢島

慎也

（やじま しんや） 男
①平成6年1月18日（22歳）
②埼玉県 ③さいたま市立本
太中学校（埼玉県）→埼玉県立
大宮南高校 ④ファジアーノ
岡山 ⑤171㎝ ⑥67㎏

サッカー【男子】
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テニス
Tennis
監督

植田

実

（うえだ みのる） 男
①昭和32年6月22日
（59歳）
②福岡県 ③私立柳川商業高
（公
校(福岡県)→筑波大学 ④
財）
日本オリンピック委員会
⑧ナショナルコーチ ⑨JOCNCA修了者 ⑩テニス上級コ
ーチ
選手

土居

テニス

38

美咲

（どい みさき） 女
①平成3年4月29日（25歳）
②神奈川県 ③大網白里町立
大網中学校（千葉県）→私立駿
台甲英高校（兵庫県） ④三起
商行㈱ ⑤159㎝ ⑥52㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

−

1名

1名

2名

ボート
Rowing

男子選手

女子選手

役 員

合 計

2名

2名

2名

6名

コーチ

ドルフマン ギザビエ
男

①昭和48年5月12日
（43歳）
②フランス ③シャンポリオ
ングルノーブルハイスクール
→ヨセフフーリエグルノーブ
ルカレッジ ④
（公社）
日本ボ
ート協会 ⑧専任コーチング
ディレクター ( トップアスリ
ート担当)

トレーナー

部谷

祐紀

選手

大元

ボート

（ひだに ゆうき） 男
①昭和54年9月23日
（36歳）
②広島県 ③私立盈進高校
（広島県）
→東京農業大学
④
（公社）
日本ボート協会
⑧専任メディカルスタッフ
（トレーナー) ⑩アスレティ
ックトレーナー

英照

（おおもと ひでき） 男
①昭和59年8月12日（31歳）
②宮城県 ③塩釜市立第二中
学校（宮城県）→宮城県塩釜高
校→仙台大学 ④アイリスオ
ーヤマ㈱ ⑤179㎝ ⑥70㎏

選手

中野

紘志

（なかの ひろし） 男
①昭和62年12月1日（28歳）
②石川県 ③金沢市立浅野川
中学校（石川県）→石川県立金
沢二水高校→一橋大学 ④新
日鐵住金㈱ ⑤176㎝
⑥72㎏
選手

大石

綾美

（おおいし あやみ） 女
①平成3年4月9日（25歳）
②愛知県 ③豊田市立藤岡中
学校（愛知県）→愛知県立猿投
農林高校→早稲田大学
④中部電力㈱ ⑤169㎝
⑥57㎏
選手

冨田

千愛

（とみた ちあき） 女
①平成5年10月18日（22歳）
②鳥取県 ③米子市立淀江中
学校（鳥取県）→鳥取県立米子
東高校→明治大学→明治大学
大学院（1年） ④明治大学大
学院 ⑤165㎝ ⑥55㎏
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ホッケー
Hockey
チームリーダー

山口

修一郎

（やまぐち しゅういちろう） 男
①昭和30年12月12日（60歳）
②京都府 ③私立立命館高校
（京都府）→立命館大学 ④㈱
ビッグバン ⑩ホッケー上級
コーチ

監督

永井

祐司

ホッケー

（ながい ゆうじ） 男
①昭和38年10月14日
（52歳）
②北海道 ③奈良県私立天理
高校→法政大学 ④
（公社）日
本ホッケー協会 ⑧専任コー
チングディレクター ( トップ
アスリート担当 ) ⑩ホッケ
ー上級コーチ
コーチ

長谷部

謙二

（はせべ けんじ） 男
①昭和45年2月22日
（46歳）

②山梨県 ③山梨県立白根高
校→天理大学→大阪体育大学
大学院 ④天理大学 ⑧専任
コーチングディレクター（ト
ップアスリート担当)
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩ホッ
ケー上級コーチ

トレーナー

茂木

淳

（もぎ じゅん） 男
①昭和45年8月27日（45歳）
②東京都 ③東京都立武蔵丘
高校→国際武道大学 ④いず
みスポーツサポート ⑩アス
レティックトレーナー

総務

中村

真理

（なかむら まり） 女
①昭和38年2月13日（53歳）
②富山県 ③富山県立石動高
校→天理大学 ④（公社）日本
ホッケー協会 ⑧専任情報科
学スタッフ ⑩ホッケー上級
コーチ
選手

浅野

祥代

（あさの さきよ） 女
①昭和62年5月26日
（29歳）
②岐阜県 ③各務原市立鵜沼
中学校
（岐阜県）→岐阜県立岐
阜各務野高校→山梨学院大学
④ソニーグローバルマニュフ
ァクチャリング＆オペレーシ
ョンズ㈱ ⑤164㎝ ⑥59㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

−

16名

5名

21名

選手

小野

真由美

（おの まゆみ） 女
（31歳）
①昭和59年8月14日
②富山県 ③小矢部市立大谷
中学校（富山県）→富山県立石
動高校→天理大学 ④コカ・
コーラウエスト㈱ ⑤170㎝
⑥61㎏
選手

林

なぎさ

（はやし なぎさ） 女
①昭和61年8月29日
（29歳）
②愛知県 ③各務原市立鵜沼
中学校
（岐阜県）→岐阜県立岐
阜女子商業高校→立命館大学
④ソニーグローバルマニュフ
ァクチャリング＆オペレーシ
ョンズ㈱ ⑤165㎝ ⑥59㎏
選手

錦織

えみ

（にしこおり えみ） 女
（23歳）
①平成5年1月9日
②島根県 ③奥出雲町立仁多
中学校（島根県）→島根県立横
田高校 ④コカ・コーラウエ
スト㈱ ⑤160㎝ ⑥54㎏

選手

阪口

真紀

（さかぐち まき） 女
①平成元年6月8日
（27歳）
②鳥取県 ③鳥取市立中ノ郷
中学校
（鳥取県）→鳥取県立八
頭高校→立命館大学 ④ソニ
ーグローバルマニュファクチャ
リング＆オペレーションズ㈱
⑤158㎝ ⑥56㎏
選手

西村

綾加

（にしむら あやか） 女
（27歳）
①平成元年5月10日
②滋賀県 ③米原市立伊吹山
中学校（滋賀県）→滋賀県立伊
吹高校→天理大学 ④コカ・
コーラウエスト㈱ ⑤165㎝
⑥57㎏
選手

柴田

あかね

（しばた あかね） 女
（28歳）
①昭和63年4月30日
②栃木県 ③日光市立豊岡中
学 校（ 栃 木 県 ）→ 栃 木 県 立 今
市高校→天理大学 ④グラク
ソ・スミスクライン㈱
⑤153㎝ ⑥50㎏

ホッケー
Hockey

選手

永井

葉月

（ながい はづき） 女
①平成6年8月15日
（21歳）
②岐阜県 ③各務原市立中央
中学校
（岐阜県）→岐阜県立岐
阜各務野高校 ④ソニーグロ
ーバルマニュファクチャリン
グ＆オペレーションズ㈱
⑤152㎝ ⑥53㎏
選手

中川

未由希

選手

真野

由佳梨

（まの ゆかり） 女
①平成6年3月4日
（22歳）
②岐阜県 ③各務原市立中央
中学校
（岐阜県）→岐阜県立岐
阜各務野高校→東海学院大学
④ソニーグローバルマニュフ
ァクチャリング＆オペレーシ
ョンズ㈱ ⑤152㎝ ⑥53㎏
選手

湯田

中島

史恵

（なかしま みえ） 女
（30歳）
①昭和61年6月18日
②岐阜県 ③岐阜市立長良中
学校（岐阜県）→岐阜県立岐阜
総合学園高校→山梨学院大学
④ソニー・イーエムシーエス㈱
⑤160㎝ ⑥52㎏
選手

三橋

亜記

（みつはし あき） 女
①平成元年9月12日
（26歳）
②宮城県 ③築館町立築館中
学校
（宮城県）→宮城県立築館
高校→山梨学院大学 ④ソニ
ーグローバルマニュファクチャ
リング＆オペレーションズ㈱
⑤166㎝ ⑥59㎏
選手

河村

ホッケー

（なかがわ みゆき） 女
①昭和61年12月20日
（29歳）
②岐阜県 ③各務原市立蘇原中
学校（岐阜県）→岐阜県立岐阜女
子商業高校→東海学院大学
④ソニーグローバルマニュファ
クチャリング＆オペレーション
ズ㈱ ⑤161㎝ ⑥53㎏

選手

元美

（かわむら もとみ） 女
（20歳）
①平成8年3月5日
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）→山梨学院大学
（3年） ④山梨学院大学
⑤157㎝ ⑥54㎏

葉月

（ゆだ はづき） 女
①平成元年7月11日（27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㈱
⑤167㎝ ⑥57㎏
選手

永井

友理

（ながい ゆり） 女
①平成4年5月26日（24歳）
②岐阜県 ③各務原市立中央
中学校（岐阜県）→岐阜県立岐
阜各務野高校→東海学院大学
④レアル・ソシエダ
⑤155㎝ ⑥53㎏
選手

清水

美並

（しみず みなみ） 女
①平成5年7月14日
（23歳）
②滋賀県 ③米原市立伊吹山
中学校
（滋賀県）→滋賀県立伊
吹高校→東海学院大学 ④ソ
ニーグローバルマニュファク
チャリング＆オペレーション
ズ㈱ ⑤158㎝ ⑥52㎏
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ボクシング
Boxing
選手

成松

大介

（なりまつ だいすけ） 男
①平成元年12月14日（26歳）
②熊本県 ③熊本市立下益城
城南中学校（熊本県）→県立熊
本農業高校→東京農業大学
④自衛隊体育学校 ⑤172㎝
⑥60㎏
選手

森坂

嵐

（もりさか あらし） 男
①平成8年7月2日（20歳）
②大阪府 ③堺市立長尾中学
校（大阪府）→奈良県立奈良朱
雀高校→東京農業大学
（1年）
④東京農業大学 ⑤176 ㎝
⑥56㎏
ボクシング

42
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

2名

0名

−

2名

バレーボール【女子】
Volleyball (Women)
監督

眞鍋

政義

（まなべ まさよし） 男
①昭和38年8月21日（52歳）
②兵庫県 ③私立大阪商業大
学附属高校（大阪府）→大阪商
業大学→大阪体育大学大学院
④（公財）日本バレーボール協
会
コーチ

川北

コーチ

大久保

茂和

トレーナー

佳子

（みやぐち けいこ） 女
①昭和56年12月24日（34歳）
②岐阜県 ③岐阜県立加茂高
校→中京大学 ④S-Life はり
きゅう院

技術スタッフ

啓太

（わたなべ けいた） 男
①昭和58年9月30日
（32歳）
②東京都 ③私立浅野高校
（神奈川県）→専修大学→筑波
大学大学院 ④
（ 公 財 ）日 本
バレーボール協会 ⑨ JOCNCA修了者 ⑩バレーボール
上級コーチ
選手

山口

役 員

合 計

−

12名

5名

17名

選手

荒木

舞

（やまぐち まい） 女
①昭和58年7月3日（33歳）
②三重県 ③志摩市立和具中
学校（三重県）→私立大阪国際
滝井高校（大阪府） ④㈱ウォ
ーク ⑤176㎝ ⑥62㎏

絵里香

（あらき えりか） 女
（32歳）
①昭和59年8月3日
②岡山県 ③倉敷市立北中学
校（岡山県）→私立下北沢成徳
高校（東京都） ④（公財）日本
バレーボール協会 ⑤186㎝
⑥78㎏

木村

沙織

（きむら さおり） 女
（29歳）
①昭和61年8月19日
②埼玉県 ③私立下北沢成徳
中学校（東京都）→私立下北沢
成徳高校
（東京都） ④東レ㈱
⑤185㎝ ⑥65㎏

選手

迫田

さおり

（さこだ さおり） 女
（28歳）
①昭和62年12月18日
②鹿児島県 ③鹿児島市立谷
山中学校（鹿児島県）→鹿児島
県立明桜館高校 ④東レ㈱
⑤175㎝ ⑥63㎏

選手

佐藤

バレーボール【女子】

（おおくぼ しげかず） 男
①昭和55年2月9日（36歳）
②神奈川県 ③私立法政大学
第二高校（神奈川県）→筑波大
学→筑波大学大学院 ④（公
財）日本バレーボール協会

渡辺

女子選手

選手

元

（かわきた げん） 男
①昭和51年3月25日（40歳）
②東京都 ③東京都立千歳ヶ
丘高校→順天堂大学→順天堂
大学大学院 ④（公財）日本バ
レーボール協会

宮口

男子選手

あり紗

（さとう ありさ） 女
（27歳）
①平成元年7月18日
②宮城県 ③仙台市立富沢中
学校（宮城県）→私立古川学園
高校
（宮城県）
→東北福祉大学
④日立オートモティブシステ
ムズ㈱ ⑤165㎝ ⑥52㎏
選手

座安

琴希

（ざやす ことき） 女
（26歳）
①平成2年1月11日
②沖縄県 ③うるま市立高江
洲中学校（沖縄県）→沖縄県立
中部商業高校 ④久光製薬㈱
⑤159㎝ ⑥57㎏

選手

田代

佳奈美

（たしろ かなみ） 女
（25歳）
①平成3年3月25日
②滋賀県 ③長野市立裾花中
学校（長野県）→私立古川学園
高校
（宮城県） ④東レ㈱
⑤173㎝ ⑥67㎏
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バレーボール【女子】
Volleyball (Women)

選手

石井

優希

（いしい ゆき） 女
①平成3年5月8日（25歳）
②岡山県 ③倉敷市立東陽中
学校（岡山県）→私立就実高校
（岡山県） ④久光製薬㈱
⑤180㎝ ⑥68㎏

選手

長岡

望悠

（ながおか みゆ） 女
①平成3年7月25日（25歳）
②福岡県 ③みやま市立山川
中学校（福岡県）→私立東九州
龍谷高校（大分県） ④久光製
薬㈱ ⑤179㎝ ⑥68㎏

選手

島村

春世

バレーボール【女子】

（しまむら はるよ） 女
①平成4年3月4日（24歳）
②神奈川県 ③鎌倉市立腰越
中学校（神奈川県）→川崎市立
橘高校 ④日本電気㈱
⑤182㎝ ⑥78㎏

選手

鍋谷

友理枝

（なべや ゆりえ） 女
①平成5年12月15日（22歳）
②東京都 ③私立淑徳SC中等
部（東京都）→私立東九州龍谷
高校（大分県） ④㈱デンソー
⑤176㎝ ⑥58㎏

選手

宮下

遥

（みやした はるか） 女
①平成6年9月1日（21歳）
②三重県 ③私立大阪国際大
和田中学校（大阪府）→私立大
阪国際滝井高校
（大阪府）
④㈱ウォーク ⑤177㎝
⑥61㎏
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体操／体操競技（男子） 男子選手
Gymnastics-Artistic
監督

水鳥

寿思

（みずとり ひさし） 男
①昭和55年7月22日
（36歳）
②静岡県 ③私立関西高校
（岡山県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院 ④慶應義
塾大学 ⑧専任コーチングデ
ィレクター（トップアスリー
ト担当） ⑨JOC-NCA修了者
コーチ

森泉

貴博

（もりいずみ たかひろ） 男
①昭和45年11月26日
（45歳）

②愛知県 ③私立埼玉栄高校
（埼玉県）
→日本大学 ④㈱コ
ナミスポーツクラブ ⑧専任
コーチングディレクター（特
任コーチングスタッフ）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩体操
上級コーチ

コーチ

加藤

裕之

コーチ

畠田

好章

（はたけだ よしあき） 男
①昭和47年5月12日（44歳）
②徳島県 ③徳島県立鳴門高
校→日本体育大学→日本体育
大学大学院 ④日本体育大学
⑧専任コーチングディレクタ
ー（特任コーチングスタッフ）
トレーナー

今井

聖晃

（いまい まさあき） 男
①昭和43年6月20日（48歳）
②東京都 ③私立東京学園高
校（東京都）→東京医療専門学
校 ④㈱コナミスポーツクラ
ブ グランサイズ大手町

役 員

合 計

−

6名

11名

選手

内村

航平

（うちむら こうへい） 男
（27歳）
①昭和64年1月3日
②福岡県 ③諌早市立諫早中
学校（長崎県）→私立東洋高校
（東京都）
→日本体育大学
④㈱コナミスポーツクラブ
⑤162㎝ ⑥54㎏
選手

加藤

凌平

（かとう りょうへい） 男
（22歳）
①平成5年9月9日
②愛知県 ③越谷市立光陽中
学校（埼玉県）→私立埼玉栄高
校
（埼玉県）
→順天堂大学
④㈱コナミスポーツクラブ
⑤163㎝ ⑥54㎏
選手

山室

光史

（やまむろ こうじ） 男
（27歳）
①平成元年1月17日
②茨城県 ③さいたま市立指
扇中学校（埼玉県）→私立埼玉
栄高校（埼玉県）→日本体育大
学 ④㈱コナミスポーツクラ
ブ ⑤159㎝ ⑥56㎏
選手

田中

体操／体操競技（男子）

（かとう ひろゆき） 男
①昭和39年2月8日（52歳）
②静岡県 ③私立中京高校
（愛知県）→筑波大学 ④㈱コ
ナミスポーツクラブ ⑧専任
コーチングディレクター（特
任コーチングスタッフ）

5名

女子選手

佑典

（たなか ゆうすけ） 男
（26歳）
①平成元年11月29日
②和歌山県 ③和歌山市立紀
伊中学校（和歌山県）→和歌山
県立和歌山北高校→順天堂大
学 ④㈱コナミスポーツクラ
ブ ⑤166㎝ ⑥58㎏
選手

白井

健三

（しらい けんぞう） 男
（19歳）
①平成8年8月24日
②神奈川県 ③横浜市立寺尾
中学校（神奈川県）→神奈川県
立岸根高校→日本体育大学（2
年） ④日本体育大学
⑤163㎝ ⑥54㎏

トレーナー

中島

啓

（なかじま けい） 男
①昭和52年8月14日（38歳）
②北海道 ③北海道北見北斗
高校→日本体育大学 ④けい
治療院
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体操／体操競技（女子） 男子選手
Gymnastics-Artistic
コーチ

坂本

周次

（さかもと しゅうじ） 男
①昭和29年11月13日（61歳）
②京都府 ③京都府立亀岡高
校→中京大学 ④㈲レジック
スポーツ ⑧専任コーチング
ディレクター（特任コーチン
グスタッフ） ⑩体操コーチ
コーチ

北村

彩子

（きたむら あやこ） 女
①昭和55年11月18日
（35歳）

②千葉県 ③私立藤村女子高
校
（東京都）
→東京学芸大学→
筑波大学大学院 ④ ( 公財 ) 日
本体操協会 ⑧専任コーチン
グディレクター（ジュニアア
スリート担当） ⑩体操コー
チ

コーチ

瀬尾

京子

体操／体操競技（女子）

（せお きょうこ） 女
①昭和47年6月28日
（44歳）
②山形県 ③私立藤村女子高
校
（東京都）→日本体育大学→
日本体育大学大学院 ④日本
体育大学 ⑧専任コーチング
ディレクター（特任コーチン
グスタッフ）
コーチ

塩山

勝

（しおやま まさる） 男
①昭和45年9月8日
（45歳）
②福岡県 ③私立洛南高校
（京都府）
→九州共立大学
④
（公財）日本体操協会 ⑧専
任コーティングディレクター
（トップアスリート担当）
⑩体操コーチ
トレーナー

齋藤

和宏

（さいとう かずひろ） 男
①昭和38年2月26日（53歳）
②神奈川県 ③神奈川県立百
合丘高校→国際鍼灸専門学校
④斉藤ハリ灸治療院

選手

寺本

明日香

（てらもと あすか） 女
①平成7年11月19日（20歳）
②愛知県 ③私立名経大市邨
中学校（愛知県）→私立名経大
市邨高校→中京大学（3年）
④中京大学・㈲レジックスポ
ーツ ⑤142㎝ ⑥37㎏
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女子選手

役 員

合 計

5名

5名

10名

選手

村上

茉愛

（むらかみ まい） 女
（20歳）
①平成8年8月5日
②神奈川県 ③私立武蔵野東
中学校（東京都）→私立明星高
校→日本体育大学
（2年）
④日本体育大学 ⑤148 ㎝
⑥48㎏
選手

杉原

愛子

（すぎはら あいこ） 女
（16歳）
①平成11年9月19日
②大阪府 ③私立羽衣学園中
学校（大阪府）→私立梅花高校
（2年） ④梅花高校・朝日生
命 ⑤149.5㎝ ⑥39.5㎏

選手

宮川

紗江

（みやかわ さえ） 女
（16歳）
①平成11年9月10日
②東京都 ③西東京市立青嵐
中学校（東京都）→私立西武台
高校（2年） ④セインツ体操
クラブ ⑤148㎝ ⑥41㎏

選手

内山

由綺

（うちやま ゆき） 女
（18歳）
①平成10年1月13日
②東京都 ③町田市立南中学
校（ 東 京 都 ）→ 私 立 帝 京 高 校
（東京都） ④スマイル体操ク
ラブ ⑤160㎝ ⑥49㎏

体操／トランポリン
Gymnastics-Trampoline
監督

山本

男子選手

女子選手

役 員

合 計

2名

1名

2名

5名

宜史

（やまもと のりふみ）男
①昭和39年4月13日
（52歳）
②大阪府 ③大阪府立羽曳野
高校→大阪体育大学→大阪体
育大学専攻科 ④学校法人 湊
学院 ⑧アシスタントナショ
ナルコーチ ⑨ JOC-NCA 修
了者
コーチ

中田

大輔

（なかた だいすけ） 男
①昭和49年3月2日
（42歳）
②石川県 ③私立日体荏原高
校
（東京都）→日本体育大学→
日本体育大学大学院 ④㈱エ
アリアルドリーム ⑧専任コ
ーチングディレクター（特任
コーチングスタッフ）
選手

伊藤

正樹

選手

棟朝

体操／トランポリン

（いとう まさき） 男
①昭和63年11月2日（27歳）
②東京都 ③練馬区立大泉中
学校（東京都）→私立金沢学院
東高校（石川県）→金沢学院大
学 ④㈱東栄住宅 ⑤167㎝
⑥62㎏

銀河

（むねとも ぎんが） 男
①平成6年4月7日
（22歳）
②東京都 ③私立明治大学付
属明治中学校
（東京都）→私立
明治大学付属明治高校
（東京
都）
→慶應義塾大学
（3年）
④慶應義塾 ⑤169㎝
⑥63㎏
選手

中野

蘭菜

（なかの らな） 女
①平成9年9月10日（18歳）
②石川県 ③金沢市立紫錦台
中学校（石川県）→私立星稜高
校（石川県）→金沢星稜大学（1
年） ④星稜クラブ ⑤158㎝
⑥45㎏
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バスケットボール【女子】 男子選手
Basketball (Women)
監督

内海

知秀

（うつみ ともひで） 男
①昭和33年12月7日
（57歳）

②青森県 ③秋田県立能代工業
高校→日本体育大学 ④
（公財）
日本バスケットボール協会
⑧専任コーチングディレクター
（トップアスリート担当）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩バスケ
ットボールコーチ

コーチ

梅嵜

英毅

（うめざき えいき） 男
①昭和39年4月24日（52歳）
②福岡県 ③私立福岡大学附
属大濠高校（福岡県）→日本体
育大学 ④山梨学院大学
⑩バスケットボールコーチ

コーチ

ホーバス トーマス・ウェイン

男
①昭和42年1月31日（49歳）
②アメリカ合衆国
③ Widefield 高校→ペンシル
バニア州立大学 ④JXエネル
ギー㈱
バスケットボール【男子】

トレーナー

伊藤

由美子

（いとう ゆみこ） 女
①昭和43年3月14日
（48歳）
②岐阜県 ③県立岐阜女子商
業高校→日本鍼灸理療専門学
校 ④
（公財）日本バスケット
ボール協会 ⑧専任メディカ
ルスタッフ
（トレーナー）
⑩アスレティックトレーナー
総務

山﨑

舞子

（やまさき まいこ） 女
（30歳）
①昭和61年7月2日
②鹿児島県 ③私立神村学園
高等部
（鹿児島県） ④JXエネ
ルギー㈱

選手

吉田

亜沙美

（よしだ あさみ） 女
①昭和62年10月9日（28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） ④JX
エネルギー㈱ ⑤165㎝
⑥61㎏
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女子選手

役 員

合 計

12名

5名

17名

選手

王

新朝喜

（おう あさこ） 女
（28歳）
①昭和62年12月16日
②中華人民共和国 ③天津市
第八十九中学校（中国）→岐阜
女子高校
（岐阜県）
→白鴎大学
④三菱電機㈱ 名古屋製作所
⑤189㎝ ⑥83㎏
選手

栗原

三佳

（くりはら みか） 女
（27歳）
①平成元年5月14日
②大阪府 ③枚方市立東香里
中学校（大阪府）→私立大坂薫
英女学院高校（大阪府）→大阪
人間科学大学 ④トヨタ自動
車㈱ ⑤176㎝ ⑥68㎏
選手

髙田

真希

（たかだ まき） 女
（26歳）
①平成元年8月23日
②愛知県 ③豊橋市立北部中
学校（愛知県）→私立桜花学園
高校
（愛知県） ④㈱デンソー
⑤183㎝ ⑥78㎏

選手

間宮

佑圭

（まみや ゆか） 女
（26歳）
①平成2年4月3日
②長崎県 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） ④JX
エネルギー㈱ ⑤184㎝
⑥75㎏
選手

渡嘉敷

来夢

（とかしき らむ） 女
（25歳）
①平成3年6月11日
②東京都 ③春日部市立東中
学校（埼玉県）→私立桜花学園
高校（愛知県） ④JXエネルギ
ー㈱ ⑤193㎝ ⑥85㎏

選手

近藤

楓

（こんどう かえで） 女
（24歳）
①平成3年10月6日
②愛媛県 ③四国中央市立土
居中学校（愛媛県）→愛媛県立
新居浜商業高校→大阪人間科
学大学 ④トヨタ自動車㈱
⑤173㎝ ⑥62㎏

バスケットボール【女子】
Basketball (Women)

選手

本川

紗奈生

（もとかわ さなえ） 女
①平成4年4月2日（24歳）
②北海道 ③釧路町立遠矢中
学校（北海道）→私立札幌山の
手高校（北海道） ④㈱シャン
ソン化粧品 ⑤176 ㎝ ⑥65
㎏
選手

町田

瑠唯

（まちだ るい） 女
①平成5年3月8日（23歳）
②北海道 ③旭川市立緑が丘
中学校（北海道）→私立札幌山
の手高校（北海道） ④富士通
㈱ ⑤162㎝ ⑥57㎏

選手

宮澤

夕貴

（みやざわ ゆき） 女
①平成5年6月2日（23歳）
②京都府 ③横浜市立岡津中
学校（神奈川県）→神奈川県立
金沢総合高校 ④JXエネルギ
ー㈱ ⑤182㎝ ⑥70㎏

三好

バスケットボール【男子】

選手

南穂

（みよし なほ） 女
①平成5年12月21日（22歳）
②広島県 ③市川市立東国分
中学校（千葉県）→私立桜花学
園高校（愛知県） ④㈱シャン
ソン化粧品 ⑤167㎝
⑥60㎏
選手

長岡

萌映子

（ながおか もえこ） 女
①平成5年12月29日（22歳）
②北海道 ③札幌市宮の丘中
学校（北海道）→私立札幌山の
手高校
（北海道） ④富士通㈱
⑤182㎝ ⑥75㎏
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レスリング
Wrestling
チームリーダー

栄

和人

（さかえ かずひと） 男
①昭和35年6月19日（56歳）
②鹿児島県 ③私立鹿児島商
工高校（鹿児島県）→日本体育
大学 ④（公財）日本オリンピ
ック委員会 ⑧ナショナルコ
ーチ
監督

和田

貴広

（わだ たかひろ） 男
①昭和46年11月16日（44歳）
②鹿児島県 ③私立鹿児島商
工高校（鹿児島県）→国士舘大
学→筑波大学大学院 ④国士
舘大学 ⑨JOC-NCA修了

監督

西口

茂樹

（にしぐち しげき） 男
①昭和40年7月2日（51歳）
②和歌山県 ③和歌山県立和
歌山北高校→日本体育大学→
日本体育大学大学院 ④拓殖
大学

レスリング

コーチ

笹山

秀雄

（ささやま ひでお） 男
①昭和43年1月9日（48歳）
②青森県 ③私立光星学院高
校（青森県） ④自衛隊体育学
校 ⑩レスリング指導員

コーチ

松永

共広

（まつなが ともひろ） 男
①昭和55年6月27日
（36歳）
②静岡県 ③私立沼津学園高
校
（静岡県）→日本体育大学→
日本体育大学大学院 ④
（公
財）
日本オリンピック委員会
⑧専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）
コーチ

松本

慎吾

（まつもと しんご） 男
①昭和53年3月3日（38歳）
②愛媛県 ③愛媛県立津島高
校→日本体育大学→日本体育
大学大学院 ④日本体育大学
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

4名

6名

9名

19名

コーチ

志土地

翔大

（しどち しょうた） 男
（29歳）
①昭和62年4月7日
②熊本県 ③熊本県立玉名工
業高校→日本体育大学 ④至
学館大学 ⑧専任コーチング
ディレクター（特任コーチン
グスタッフ）
トレーナー

佐藤

守重

（さとう もりしげ） 男
（32歳）
①昭和59年7月23日
②北海道 ③私立北海高校
（北海道）
→北海学園大学
④㈱ファクトリージャパング
ループ

トレーナー

川﨑

淳

（かわさき あつし） 男
（39歳）
①昭和51年8月17日
②千葉県 ③私立志学館高等
部（千葉県） ④㈱ハンズコー
ポレーション

選手

樋口

黎

（ひぐち れい） 男
（20歳）
①平成8年1月28日
②大阪府 ③茨木市立西陵中
学校（大阪府）→私立霞ヶ浦高
校（茨城県）→日本体育大学（3
年） ④日本体育大学 ⑤163
㎝ ⑥63㎏
選手

高谷

惣亮

（たかたに そうすけ） 男
（27歳）
①平成元年4月5日
②京都府 ③京丹後市立網野
中学校（京都府）→京都府立網
野高校→拓殖大学 ④ALSOK
⑤178㎝ ⑥81㎏

選手

太田

忍

（おおた しのぶ） 男
（22歳）
①平成5年12月28日
②青森県 ③五戸町立倉石中
学校（青森県）→私立柳井学園
高校
（山口県）
→日本体育大学
④ALSOK ⑤165㎝ ⑥65㎏

レスリング
Wrestling

選手

井上

智裕

（いのうえ ともひろ） 男
①昭和62年7月17日（29歳）
②兵庫県 ③神戸市立西代中
学校（兵庫県）→私立育英高校
（業五件）
→日本体育大学
④三恵海運㈱ ⑤170㎝
⑥74㎏
選手

登坂

選手

渡利

璃穏

（わたり りお） 女
（24歳）
①平成3年9月19日
②島根県 ③松江市立第一中
学校（島根県）→私立至学館高
校
（愛知県）
→至学館大学
④アイシン・エィ・ダブリュ
㈱ ⑤163㎝ ⑥69㎏

絵莉

（とうさか えり） 女
①平成5年8月30日（22歳）
②富山県 ③高岡市立南星中
学校（富山県）→私立至学館高
校（愛知県）→至学館大学→至
学館大学 ④東新住建㈱
⑤152㎝ ⑥53㎏
選手

吉田

沙保里

（よしだ さおり） 女
①昭和57年10月5日（33歳）
②三重県 ③津市立一志中学
校（三重県）→三重県立久居高
校→至学館大学 ④㈱YSW
⑤157㎝ ⑥55㎏

伊調

レスリング

選手

馨

（いちょう かおり） 女
①昭和59年6月13日（32歳）
②青森県 ③八戸市立長者中
学校（青森県）→私立中京女子
大学付属高校（愛知県）→中京
女子大学 ④ ALSOK ⑤166
㎝ ⑥61㎏
選手

川井

梨紗子

（かわい りさこ） 女
①平成6年11月21日（21歳）
②石川県 ③津幡町立津幡中
学校（石川県）→私立至学館高
校（ 愛 知 県 ）→ 至 学 館 大 学（4
年） ④至学館大学 ⑤160㎝
⑥61㎏
選手

土性

沙羅

（どしょう さら） 女
①平成6年10月17日（21歳）
②三重県 ③松阪市立鎌田中
学校（三重県）→私立至学館高
校（ 愛 知 県 ）→ 至 学 館 大 学（4
年） ④至学館大学 ⑤159㎝
⑥69㎏
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セーリング
Sailing
チームリーダー

齋藤

愛子

（さいとう あいこ） 女
①昭和33年8月8日（57歳）
②東京都 ③私立女子学院高
校
（東京都） ④
（ 公 財 ）日 本
オリンピック委員会 ⑧専任
情報科学スタッフ ⑨ JOCNCA修了者 ⑩セーリング上
級コーチ
コーチ

中村

宮野

②千葉県 ③私立拓殖大学紅陵
高校
（千葉県）
→拓殖大学 ④フ
ォーティファイブアールピーエ
ムスタジオ㈱ ⑧専任コーチン
グディレクター（トップアスリ
ート担当） ⑨JOC-NCA修了者
⑩セーリング上級コーチ

石川

セーリング

飯島

アーサー

ブレット

男
①昭和36年5月15日（55歳）
②オーストラリア
③ M e n t o n e G r a m m a r・
AUSTRALIA → University of
Queensland ④Sports and

Events Unlimited
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5名

6名

7名

18名

コーチ

ルスラナ
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タラン

女
（45歳）
①昭和45年10月27日
②ウクライナ
③ school No. 2 Evpatiria・
UKRINE→Evpatiria→Sailing
Coach ④無所属

土居

一斗

（どい かずと） 男
（24歳）
①平成4年3月17日
②長野県 ③私立横浜中学校
（神奈川県）→私立福岡第一高
校（福岡県）→日本経済大学
④アビームコンサルティング
㈱ ⑤175㎝ ⑥65㎏

今村

公彦

（いまむら きみひこ） 男
（32歳）
①昭和59年2月3日
②鹿児島県 ③鹿児島市立南
中学校（鹿児島県）→鹿児島県
立錦江湾高校→日本経済大学
④九州旅客鉄道㈱ ⑤180㎝
⑥78㎏

富澤

慎

（とみざわ まこと） 男
（32歳）
①昭和59年7月19日
②新潟県 ③柏崎市立第一中
学校（新潟県）→新潟県立柏崎
工業高校→関東学院大学
④トヨタ自動車東日本㈱
⑤181㎝ ⑥73㎏
選手

洋一

（いいじま よういち） 男
①昭和53年10月21日
（37歳）
②東京都 ③私立湘南工科大
学付属高校
（神奈川県）→関東
学院大学 ④
（公財）日本オリ
ンピック委員会 ⑧アシスタ
ントナショナルコーチ ⑩セ
ーリング上級コーチ
コーチ

合 計

選手

裕也

（いしかわ ゆうや） 男
①昭和59年8月30日（31歳）
②茨城県 ③私立土浦日本大
学高校（茨城県）→日本大学
④トヨタ自動車東日本㈱

コーチ

役 員

選手

幹弘

（みやの みきひろ） 男
①昭和44年11月22日
（46歳）

コーチ

女子選手

選手

健次

（なかむら けんじ） 男
①昭和39年2月18日（52歳）
②茨城県 ③私立霞ヶ浦高校
（茨城県）→日本大学 ④（公
財）日本オリンピック委員会
⑧ナショナルコーチ ⑨JOCNCA修了者
コーチ

男子選手

牧野

幸雄

（まきの ゆきお） 男
（36歳）
①昭和55年5月6日
②熊本県 ③高浜市立高浜中
学校（愛知県）→愛知県立碧南
高校→立命館大学 ④トヨタ
自動車東日本㈱ ⑤184 ㎝
⑥78㎏
選手

高橋

賢次

（たかはし けんじ） 男
（33歳）
①昭和57年8月21日
②神奈川県 ③茅ヶ崎市立第
一中学校（神奈川県）→神奈川
県立茅ヶ崎西浜高校→関東学
院大学 ④トヨタ自動車東日
本㈱ ⑤186㎝ ⑥77㎏

セーリング
Sailing

選手

吉田

愛

（よしだ あい） 女
①昭和55年11月5日（35歳）
②神奈川県 ③国立音大付属
中学校（東京都）→私立国立音
大付属高校
（東京）
→日本大学
④㈱ベネッセホールディング
ス ⑤161㎝ ⑥58㎏
選手

吉岡

美帆

（よしおか みほ） 女
①平成2年8月27日（25歳）
②広島県 ③西宮市立塩瀬中
学校（兵庫県）→兵庫県立芦屋
高校→立命館大学 ④㈱ベネ
ッセホールディングス
⑤177㎝ ⑥68㎏
選手

伊勢田

愛

（いせだ めぐみ） 女
①昭和62年6月30日（29歳）
②滋賀県 ③私立履正社豊中
中学校（大阪府）→私立履正社
高校（大阪府）
→同志社大学
④福井県体育協会 ⑤157㎝
⑥56㎏
選手

土居

愛実

選手

宮川

セーリング

（どい まなみ） 女
①平成5年8月29日（22歳）
②神奈川県 ③私立山手学院
中学校（神奈川県）→私立山手
学院高校（神奈川県）→慶應義
塾大学（4年） ④慶應義塾大
学 ⑤167㎝ ⑥64㎏

惠子

（みやがわ けいこ） 女
①昭和61年5月17日（30歳）
②愛知県 ③私立清泉女学院
中学校（神奈川県）→私立清泉
女学院高校（神奈川県）→日本
大学 ④和歌山セーリングク
ラブ ⑤152㎝ ⑥53㎏
選手

髙野

芹奈

（たかの せな） 女
①平成10年3月1日（18歳）
②大阪府 ③私立関西大学第
一中学校（大阪府）→私立関西
大学第一高校（大阪府）→関西
大学（1年） ④関西大学
⑤165㎝ ⑥65㎏
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ウエイトリフティング
Weightlifting
男子監督

小宮山

哲雄

（こみやま てつお） 男
①昭和35年10月20日
（55歳）
②山梨県 ③私立日大明誠高
校
（山梨県）
→日本大学
④
（公社）日本ウエイトリフテ
ィング協会 ⑧ナショナルコ
ーチ ⑨JOC-NCA修了者
⑩ウエイトリフティング上級
コーチ
女子監督

三宅

義行

（みやけ よしゆき） 男
①昭和20年9月30日（70歳）
②宮城県 ③宮城県立大河原
高校→法政大学 ④いちごグ
ループホールディングス㈱
⑧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

糸数

陽一

（いとかず よういち） 男
①平成3年5月24日（25歳）
②沖縄県 ③南城市立久高中
学校（沖縄県）→沖縄県立豊見
城高校→日本大学 ④警視庁
⑤160㎝ ⑥64㎏

選手

三宅

宏実

ウエイトリフティング

（みやけ ひろみ） 女
①昭和60年11月18日（30歳）
②埼玉県 ③新座市立第二中
学校（埼玉県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→法政大学 ④い
ちごグループホールディング
ス㈱ ⑤147㎝ ⑥49㎏
選手

八木

かなえ

（やぎ かなえ） 女
①平成4年7月16日（24歳）
②兵庫県 ③神戸市立押部谷
中学校（兵庫県）→兵庫県立須
磨友が丘高校→金沢学院大学
④ALSOK ⑤153㎝ ⑥53㎏

選手

安藤

美希子

（あんどう みきこ） 女
①平成4年9月30日（23歳）
②千葉県 ③白井市立白井中
学校（千葉県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→平成国際大学
④いちごグループホールディ
ングス㈱ ⑤155㎝ ⑥58㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

1名

4名

2名

7名

選手

松本

潮霞

（まつもと なみか） 女
（24歳）
①平成4年2月7日
②千葉県 ③船橋市立旭中学
校（千葉県）→千葉県立松戸国
際高校→早稲田大学
④ALSOK ⑤158㎝ ⑥63㎏

自転車
Cycling
監督

浅田

坂本

三瓶

将廣

（さんぺい まさひろ） 男
①平成2年5月2日（26歳）
②神奈川県 ③私立日体荏原
高校（東京都）
④（一社）SYSTEMATICBMX
⑩自転車コーチ

監督

鈴木

雷太

（すずき らいた） 男
①昭和47年8月11日（43歳）
②愛知県 ③愛知県立岡崎商
業高校 ④㈱ライコン ⑩自
転車コーチ

合 計

8名

1名

7名

16名

森

昭雄

（もり あきお） 男
（55歳）
①昭和36年2月6日
②大阪府 ③大阪府立城東工
業高校 ④㈱みどり製作所

飯島

誠

（いいじま まこと） 男
①昭和46年2月12日
（45歳）
②東京都 ③都立八王子工業
高校→中央大学 ④ブリヂス
トンサイクル㈱ ⑧専任コー
チングディレクター（トップ
アスリート担当） ⑩自転車
コーチ
技術スタッフ

勉

（にし つとむ） 男
①昭和56年10月12日（34歳）
②兵庫県 ③兵庫県立兵庫
工業高校 ④NIPPO-Vini
Fantiniチーム

新城

幸也

（あらしろ ゆきや） 男
（31歳）
①昭和59年9月22日
②沖縄県 ③石垣市立石垣第
二中学校（沖縄県）→沖縄県立
八重山高校 ④ランプレ・メ
リダチーム ⑤171㎝
⑥64㎏
選手

内間

康平

（うちま こうへい） 男
（27歳）
①昭和63年11月8日
②沖縄県 ③浦添市立浦添中
学校（沖縄県）→沖縄県立北中
城高校→鹿屋体育大学
④ブリヂストンサイクル㈱
⑤170㎝ ⑥60㎏
選手

中川

誠一郎

（なかがわ せいいちろう） 男
①昭和54年6月7日
（37歳）
②熊本県 ③熊本大学付属中
学校（熊本県）→私立真和高校
（熊本県） ④（一社）日本競輪
選手会熊本支部 ⑤174㎝
⑥78㎏
選手

渡邉

自転車

コーチ

西

役 員

選手

勉

（さかもと つとむ） 男
①昭和37年8月3日（54歳）
②青森県 ③青森県立三戸高
校→日本大学 ④（公財）日本
オリンピック委員会 ⑧ナシ
ョナルコーチ ⑩自転車コー
チ
監督

女子選手

技術スタッフ

顕

（あさだ あきら） 男
①昭和42年11月28日（48歳）
②栃木県 ③東京都立田無工
業高校 ④㈱シクリズムジャ
ポン ⑧専任コーチングディ
レクター（ジュニアアスリー
ト担当） ⑩自転車コーチ
監督

男子選手

一成

（わたなべ かずなり） 男
（32歳）
①昭和58年8月12日
②福島県 ③双葉町立中学校
（福島県）→福島県立小高工業
高校 ④（一社）日本競輪選手
会福島支部 ⑤176㎝
⑥80㎏
選手

脇本

雄太

（わきもと ゆうた） 男
（27歳）
①平成元年3月21日
②福井県 ③福井市立足羽中
学校（福井県）→福井県立科学
技術高校 ④（一社）日本競輪
選手会福井支部 ⑤181㎝
⑥74㎏
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自転車
Cycling

選手

窪木

一茂

（くぼき かずしげ） 男
①平成元年6月6日（27歳）
②福島県 ③古殿町立古殿中
学校（福島県）→私立石川高校
（福島県）
→日本大学
④Nippo Vini Fantiniチーム
⑤172㎝ ⑥65㎏
選手

長迫

吉拓

（ながさこ よしたく） 男
①平成5年9月16日（22歳）
②岡山県 ③笠岡市立大島中
学校（岡山県） ④モトクロス
インターナショナル
⑤172㎝ ⑥64㎏

選手

山本

幸平

（やまもと こうへい） 男
①昭和60年8月20日
（30歳）
②北海道 ③幕別町立札内東
中学校
（北海道）→北海道立帯
広農業高校→国際自然環境ア
ウ ト ド ア 専 門 学 校 ④ Trek
Factory Racing ⑤182 ㎝
⑥69㎏
選手

塚越

自転車

56

さくら

（つかごし さくら） 女
①平成3年4月13日
（25歳）
②埼玉県 ③秩父市立秩父第
一中学校
（埼玉県）→埼玉県立
熊谷女子高校→鹿屋体育大学
→鹿屋体育大学大学院
④CIEL BLEU KANOYAチーム
⑤168㎝ ⑥60㎏
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卓 球
Table Tennis
監督

倉嶋

洋介

（くらしま ようすけ） 男
①昭和51年5月24日
（40歳）

②東京都 ③私立埼玉工業大
学深谷高校
（埼玉県）
→明治大
学 ④
（公財）
日本卓球協会
⑧専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩卓球
上級コーチ

監督

村上

恭和

（むらかみ やすかず） 男
①昭和32年12月9日
（58歳）

②広島県 ③私立近畿大学附
属福山高校→近畿大学 ④日
本生命保険相互会社 ⑧専任
コーチングディレクター（ト
ップアスリート担当）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩卓球
上級コーチ

コーチ

張

莉梓

（ちゃん りさ） 女
①昭和58年1月5日（33歳）
②中華人民共和国 ③遼寧省
体育運動技術学院→青森短期
大学 ④無所属 ⑧専任コー
チングディレクター（特任コ
ーチングスタッフ）

鷺

（りぃ ろう） 男
①昭和47年1月26日（44歳）
②中華人民共和国 ③福建省
体育工作大队→中国厦門大学
④㈱ＫＲ

選手

役 員

合 計

3名

3名

4名

10名

選手

吉村

真晴

（よしむら まはる） 男
（23歳）
①平成5年8月3日
②茨城県 ③私立野田学園中
学校（山口県）→私立野田学園
高校
（山口県）
→愛知工業大学
④名古屋ダイハツ ⑤177㎝
⑥61㎏
選手

石川

佳純

（いしかわ かすみ） 女
（23歳）
①平成5年2月23日
②福岡県 ③私立四天王寺羽
曳丘中学校（大阪府）→私立四
天王寺高校
（大阪府） ④全農
⑤158㎝ ⑥51㎏

選手

福原

愛

（ふくはら あい） 女
（27歳）
①昭和63年11月1日
②宮城県 ③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校
（青森県） ④ANA
⑤156㎝ ⑥48㎏

伊藤

美誠

（いとう みま） 女
（15歳）
①平成12年10月21日
②静岡県 ③私立昇陽中学校
（大阪府）→私立昇陽高校（大
阪府）
（1年） ④スターツSC
⑤150㎝ ⑥45㎏

隼

卓 球

水谷

女子選手

選手

コーチ

李

男子選手

（みずたに じゅん） 男
①平成元年6月9日（27歳）
②静岡県 ③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）
→明治大学
④ beacon.LAB ⑤172 ㎝
⑥63㎏
選手

丹羽

孝希

（にわ こうき） 男
①平成6年10月10日（21歳）
②北海道 ③私立青森山田中
学校・青森県→私立青森山田
高 校（ 青 森 県 ）→ 明 治 大 学（3
年） ④明治大学 ⑤162㎝
⑥51㎏
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馬 術
Equestrian
監督

東良

弘一

（ひがしら ひろかず） 男
①昭和21年9月7日（69歳）
②京都府 ③私立東山高校
（京都府）
→大阪産業大学
④㈱洛北宝ヶ池観光農園

監督

照井

愼一

（てるい しんいち） 男
①昭和26年3月14日
（65歳）

②秋田県 ③横浜市立東高校
（神奈川県） ④ドレッサージ
ュ･ステーブル･テルイ
⑧専任コーチングディレクタ
ー（ジュニアアスリート担当）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩馬術
コーチ

監督

細野

茂之

（ほその しげゆき） 男
①昭和43年9月17日
（47歳）
②東京都 ③私立桐朋高校
（東京都）→日本大学 ④八王
子乗馬倶楽部 ⑧専任コーチ
ン グ デ ィ レ ク タ ー（ ジ ュ ニ
アアスリート担当） ⑨ JOCNCA修了者 ⑩馬術コーチ
獣医師

スールス マーク マリア
セリーナ ジュレス
男
①昭和36年10月11日（54歳）
②ベルギー ③Ghent
University ④ Praktijk Dr.

Suls BV

選手

杉谷

泰造

馬 術

（すぎたに たいぞう） 男
①昭和51年6月27日（40歳）
②大阪府 ③私立CANADIAN
A C A D E M Y（ 兵 庫 県 ）
→CANADIAN ACADEMY（兵
庫県） ④杉谷乗馬クラブ
⑤170㎝ ⑥63㎏
選手

福島

大輔

（ふくしま だいすけ） 男
①昭和52年9月20日（38歳）
②千葉県 ③千葉市立千城台
南中学校（千葉県）→私立敬愛
学園高校
（千葉県）
→明治大学
④STAR HORSES ⑤178㎝
⑥68㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

7名

3名

4名

14名

選手

桝井

俊樹

（ますい としき） 男
（46歳）
①昭和44年11月13日
②奈良県 ③新庄町立新庄中
学校（奈良県）→私立近畿大学
付属高校（大阪府） ④乗馬ク
ラブクレイン ⑤165㎝
⑥58㎏
選手

高橋

正直

（たかはし まさなお） 男
（34歳）
①昭和57年1月18日
②群馬県 ③伊香保町立伊香
保中学校（群馬県）→群馬県立
渋川青翠高校→明治大学
④伊香保バーデンファーム
⑤170㎝ ⑥65㎏
選手

原田

喜市

（はらだ きいち） 男
（43歳）
①昭和47年11月30日
②山形県 ③山形市立第六中
学校（山形県） ④蒜山ホース
パーク ⑤175㎝ ⑥73㎏

選手

大岩

義明

（おおいわ よしあき） 男
（40歳）
①昭和51年7月19日
②愛知県 ③私立名古屋学院
中学校（愛知県）→私立名古屋
学院高校
（愛知県）
→明治大学
④日東光学㈱ ⑤170㎝
⑥67㎏
選手

北島

隆三

（きたじま りゅうぞう） 男
（30歳）
①昭和60年10月23日
②兵庫県 ③神戸市立垂水東
中学校（兵庫県）→奈良県立山
辺高校→明治大学 ④乗馬ク
ラブクレイン ⑤171㎝
⑥68㎏
選手

武田

麗子

（たけだ れいこ） 女
（31歳）
①昭和59年12月14日
②アメリカ ③私立甲南女子
中学校（兵庫県）→私立甲南女
子高校（兵庫県）→甲南大学
④無所属 ⑤151㎝ ⑥48㎏

馬 術
Equestrian

選手

北井

裕子

（きたい ゆうこ） 女
①昭和48年1月15日
（43歳）
②神奈川県 ③私立聖セシリ
ア女子中学校
（神奈川県）→私
立聖セシリア女子高校
（神奈
川県）→青山学院大学 ④ア
シェンダ乗馬学校 ⑤162㎝
⑥50㎏
選手

黒木

茜

（くろき あかね） 女
①昭和53年8月13日（37歳）
②兵庫県 ③加古川市立浜の
宮中学校（兵庫県）→兵庫県立
東播磨高校→神戸総合医療専
門学校 ④スクーデリアエク
イット ⑤165㎝ ⑥50㎏

馬 術
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フェンシング
Fencing
監督

橋本

寛

（はしもと ひろし） 男
①昭和39年10月30日（51歳）
②埼玉県 ③私立大東文化大
学 第 一 高 校（ 東 京 都 ）→ 法 政
大学 ④ NEXUS ㈱ ⑨ JOCNCA修了者

コーチ

リー

ウッチェ

男
①昭和40年2月20日
（51歳）
②大韓民国 ③弘益大学付属
高校→韓国体育大学 ④
（公
社）日本フェンシング協会
⑧専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）
⑨JOC-NCA修了者
選手

太田

雄貴

（おおた ゆうき） 男
①昭和60年11月25日（30歳）
②滋賀県 ③私立平安中学校
（京都府）→私立平安高校（京
都府）→同志社大学 ④森永
製菓㈱ ⑤171㎝ ⑥69㎏

選手

見延

和靖

（みのべ かずやす） 男
①昭和62年7月15日（29歳）
②福井県 ③越前市立南越中
学校（福井県）→福井県立武生
商業高校→法政大学
④NEXUS㈱ ⑤177㎝
⑥75㎏
選手

徳南

堅太

フェンシング

（とくなん けんた） 男
①昭和62年8月17日
（28歳）
②福井県 ③池田町立池田中
学校
（福井県）→福井県立武生
商業高校→日本体育大学
④デロイトトーマツコンサル
ティング
（同） ⑤183㎝
⑥83㎏
選手

西岡

詩穂

（にしおか しほ） 女
①平成元年2月23日（27歳）
②和歌山県 ③和歌山市立楠
見中学校（和歌山県）→和歌山
県立和歌山北高校→日本女子
体育大学 ④NEXUS㈱
⑤172㎝ ⑥60㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

3名

3名

2名

8名

選手

佐藤

希望

（さとう のぞみ） 女
（30歳）
①昭和61年7月3日
②福井県 ③福井県立武生第
三中学校（福井県）→福井県立
武生商業高校→日本体育大学
④大垣共立銀行 ⑤173 ㎝
⑥61㎏
選手

青木

千佳

（あおき ちか） 女
（26歳）
①平成2年2月21日
②福井県 ③南条町立南条中
学校（福井県）→福井県立武生
商業高校→日本大学
④NEXUS㈱ ⑤158㎝
⑥54㎏

柔 道
Judo
チームリーダー

木村

昌彦

（きむら まさひこ） 男
①昭和33年8月26日（58歳）
②山形県 ③山形県立興譲館
高校→筑波大学→筑波大学大
学院→山梨大学大学院 ④横
浜国立大学 ⑧ナショナルコ
ーチ ⑨JOC-NCA修了者
チームリーダー

山本

洋祐

（やまもと ようすけ） 男
①昭和35年6月22日（56歳）
②熊本県 ③熊本県立宇土高
校→日本体育大学 ④日本体
育大学 ⑧アシスタントナシ
ョナルコーチ

チームリーダー

増地

千代里

（ますち ちより） 女
①昭和45年6月25日（46歳）
②大阪府 ③大阪市立桜宮高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④筑波大学 ⑧アシスタ
ントナショナルコーチ

男子監督

井上

康生

（いのうえ こうせい） 男
①昭和53年5月15日
（38歳）
②宮崎県 ③私立東海大学附
属相模高校
（神奈川県）→東海
大学→東海大学大学院 ④東
海大学 ⑧専任コーチングデ
ィレクター（トップアスリー
ト担当） ⑨JOC-NCA修了者
女子監督

南條

充寿

男子コーチ

鈴木

桂治

（すずき けいじ） 男
①昭和55年6月3日（36歳）
②茨城県 ③私立国士舘高校
（東京都）→私立国士舘大学→
国士舘大学大学院 ④国士舘
大学

女子選手

役 員

合 計

7名

7名

21名

35名

男子コーチ

廣川

充志

（ひろかわ みつし） 男
（38歳）
①昭和52年11月20日
②富山県 ③私立桐蔭学園高
校（神奈川県）→中央大学→筑
波大学大学院 ④桐蔭横浜大
学 ⑨JOC-NCA修了者

男子コーチ

金丸

雄介

（かなまる ゆうすけ） 男
（36歳）
①昭和54年9月14日
②石川県 ③石川県立津幡高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④学校法人了徳寺大学
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩柔道
指導員
男子コーチ

古根川

実

（こねがわ みのる） 男
（37歳）
①昭和53年11月11日
②和歌山県 ③大阪府立東海
大仰星高校→東海大学 ④大
阪府警察

男子コーチ

賀持

道明

（かもち みちあき） 男
①昭和45年1月16日
（46歳）
②埼玉県 ③埼玉県立大宮工
業高校→日本大学 ④日本中
央競馬会 ⑧専任コーチング
ディレクター（特任コーチン
グスタッフ） ⑨ JOC-NCA 修
了者
女子コーチ

松本

勇治

（まつもと ゆうじ） 男
（43歳）
①昭和48年3月6日
②神奈川県 ③私立東海大相
模高校
（神奈川県）
→東海大学
④神奈川県警察

柔 道

（なんじょう みつとし） 男
①昭和47年4月30日
（44歳）
②愛媛県 ③私立新田高校
（愛媛県）→筑波大学→筑波大
学大学院 ④仙台大学 ⑧専
任コーチングディレクター
（トップアスリート担当）
⑩柔道コーチ

男子選手

女子コーチ

薪谷

翠

（しんたに みどり） 女
（35歳）
①昭和55年8月15日
②和歌山県 ③私立大阪工業
大学高校
（大阪府）
→筑波大学
④㈱ミキハウス ⑧専任コー
チングディレクター（NTC担
当） ⑨JOC-NCA修了者
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柔 道
Judo

女子コーチ

塚田

真希

（つかだ まき） 女
①昭和57年1月5日（34歳）
②茨城県 ③私立土浦日本大
学高校（茨城県）→東海大学→
東海大学大学院 ④東海大学
⑧専任コーチングディレクタ
ー（特任コーチングスタッフ）
女子コーチ

谷本

歩実

（たにもと あゆみ） 女
①昭和56年8月4日（35歳）
②愛知県 ③私立桜丘高校
（愛知県）→筑波大学 ④㈱小
松製作所 ⑧専任コーチング
ディレクター（特任コーチン
グスタッフ）
女子コーチ

上野

雅恵

（うえの まさえ） 女
①昭和54年1月17日（37歳）
②北海道 ③旭川市立旭川南
高校 ④三井住友海上火災保
険㈱ ⑧専任コーチングディ
レクター（特任コーチングス
タッフ）
ドクター

紙谷

武

（かみたに たけし） 男
①昭和48年8月6日
（42歳）
②福井県 ③私立東海高校
（愛知県）→宮崎大学→慶應義
塾大学大学院
（3年） ④JCHO
東京新宿メディカルセンター
整形外科 ⑩スポーツドクタ
ー
ドクター

井汲

彰

柔 道

（いくみ あきら） 男
①昭和59年1月26日（32歳）
②埼玉県 ③私立茗溪学園高
校（茨城県）→筑波大学→筑波
大学大学院（2年） ④筑波大
学大学院 ⑩スポーツドクタ
ー
男子トレーナー

幡手

康二

（はたで こうじ） 男
①昭和58年8月22日（32歳）
②大分県 ③大分県立中津工
業高校→東京医療専門学校
④㈱グローバルスポーツ医学
研究所 ⑧専任メディカルス
タッフ
（トレーナー）
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女子トレーナー

菅原

靖久

（すがはら やすひさ） 男
①昭和59年3月3日
（32歳）

②埼玉県 ③私立正智深谷高
校
（埼玉県）
→大原学園日本ス
ポーツ科学専門学校→呉竹学
園東京衣料専門学校 ④㈱グ
ローバルスポーツ医学研究所
⑧専任メディカルスタッフ
（トレーナー）

総務

岡田

隆

（おかだ たかし） 男
（36歳）
①昭和55年1月6日
②愛知県 ③東京都立西高校
→日本体育大学→日本体育大
学大学院 ④日本体育大学
⑩アスレティックトレーナー

女子総務

小橋

秀規

（こはし ひでのり） 男
（40歳）
①昭和50年9月1日
②青森県 ③私立国士舘高校
（東京都）→国士舘大学 ④綜
合警備保障㈱ ⑩柔道指導員

選手

原沢

久喜

（はらさわ ひさよし） 男
（24歳）
①平成4年7月3日
②山口県 ③下関市立日新中
学校（山口県）→私立早鞆高校
（山口県）→日本大学 ④日本
中央競馬会 ⑤191㎝
⑥125㎏
選手

羽賀

龍之介

（はが りゅうのすけ） 男
①平成3年4月28日
（25歳）
②宮崎県 ③横浜市立六角橋
中学校
（神奈川県）→私立東海
大学付属相模高校
（神奈川県）
→東海大学→東海大学大学院
④旭化成㈱ ⑤186㎝
⑥100㎏
選手

ベイカー

茉秋

（ベイカー ましゅう） 男
（21歳）
①平成6年9月25日
②東京都 ③文京区立第一中
学校（東京都）→私立東海大学
付属浦安高校（千葉県）→東海
大学
（4年） ④東海大学
⑤178㎝ ⑥90㎏

柔 道
Judo

選手

永瀬

貴規

（ながせ たかのり） 男
①平成5年10月14日（22歳）
②長崎県 ③国立長崎大学教
育学部附属中学校（長崎県）→
私立長崎日本大学高校（長崎
県）→筑波大学 ④旭化成㈱
⑤181㎝ ⑥81㎏
選手

大野

将平

（おおの しょうへい） 男
①平成4年2月3日
（24歳）
②山口県 ③世田谷区立弦巻
中学校
（東京都）→私立世田谷
学園高校
（東京都）→天理大学
→天理大学大学院
（2年）
④旭化成㈱ ⑤170㎝
⑥73㎏
選手

海老沼

匡

（えびぬま まさし） 男
①平成2年2月15日（26歳）
②栃木県 ③世田谷区立弦巻
中学校（東京都）→私立世田谷
学園高校
（東京都）
→明治大学
④パーク24㈱ ⑤170㎝
⑥66㎏
選手

髙藤

直寿

（たかとう なおひさ） 男
①平成5年5月30日（23歳）
②埼玉県 ③私立東海大学付
属相模中学校（神奈川県）→私
立東海大学付属相模高校（神
奈川県）→東海大学 ④パー
ク24㈱ ⑤160㎝ ⑥60㎏
選手

山部

佳苗

選手

梅木

田知本

遥

（たちもと はるか） 女
（26歳）
①平成2年8月3日
②富山県 ③射水市立小杉中
学校（富山県）→富山県立小杉
高校→東海大学 ④ALSOK
⑤168㎝ ⑥70㎏

選手

田代

未来

（たしろ みく） 女
（22歳）
①平成6年4月7日
②東京都 ③相模原市立相原
中学校（神奈川県）→私立淑徳
高校
（東京都） ④コマツ
⑤163㎝ ⑥63㎏

選手

松本

薫

（まつもと かおり） 女
（28歳）
①昭和62年9月11日
②石川県 ③金沢市立兼六中
学校（石川県）→私立金沢学院
東高校（石川県）→帝京大学
④㈱ベネシード ⑤163 ㎝
⑥57㎏
選手

中村

美里

（なかむら みさと） 女
（27歳）
①平成元年4月28日
②東京都 ③相模原市立相原
中学校（神奈川県）→私立渋谷
教育学園渋谷高校
（東京都）
④三井住友海上火災保険㈱
⑤157㎝ ⑥52㎏
選手

近藤

亜美

（こんどう あみ） 女
（21歳）
①平成7年5月9日
②愛知県 ③私立大成中学校
（愛知県）→私立大成高校（愛
知県） ④三井住友海上火災
保険㈱ ⑤156㎝ ⑥48㎏
柔 道

（やまべ かなえ） 女
①平成2年9月22日（25歳）
②北海道 ③札幌市立東栄中
学校（北海道）→私立旭川大学
高校（北海道）
→山梨学院大学
④㈱ミキハウス ⑤172㎝
⑥108㎏

選手

真美

（うめき まみ） 女
①平成6年12月6日（21歳）
②大分県 ③小国町立小国中
学校（熊本県）→熊本県立阿蘇
中 央 高 校 → 環 太 平 洋 大 学（4
年） ④環太平洋大学
⑤174㎝ ⑥78㎏
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バドミントン
Badminton
監督

朴

（ぱく じゅぼん） 男
①昭和39年12月5日
（51歳）
②大韓民国 ③韓国全羅北道
全州農林高校→韓国体育大学
→順天郷大学校大学院
④
（公財）日本オリンピック委
員会 ⑧ナショナルコーチ
⑨JOC-NCA修了者

中島

（なかしま けい） 男
①昭和37年5月28日
（54歳）
②中華人民共和国 ③浙江省
杭州市第一高校→龍谷大学
④
（公財）日本バドミントン協
会 ⑧専任コーチングディレ
クター（トップアスリート担
当） ⑨JOC-NCA修了者

佐藤

翔治

（さとう しょうじ） 男
①昭和57年9月19日（33歳）
②東京都 ③私立関東第一高
校→東京富士大学 ④東日本
電信電話㈱ ⑧アシスタント
ナショナルコーチ ⑨ JOCNCA修了者
トレーナー

森里

友佳

（もりさと ゆか） 女
①昭和47年6月15日（44歳）
②三重県 ③三重県立上野商
業高校→名古屋鍼灸学校
④エム・エス・マイスターＬ
⑩アスレティックトレーナー

選手

佐々木

翔

（ささき しょう） 男
①昭和57年6月30日（34歳）
②北海道 ③北斗市立上磯中
学校（北海道）→私立関東第一
高校（東京都）
→東京富士大学
④トナミ運輸㈱ ⑤172 ㎝
⑥74㎏
選手
バドミントン
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早川

役 員

合 計

4名

5名

4名

13名

遠藤

賢一

（はやかわ けんいち） 男
①昭和61年4月5日（30歳）
②滋賀県 ③大津市立日吉中
学校（滋賀県）→私立比叡山高
校（滋賀県）→日本大学 ④日
本ユニシス㈱ ⑤177㎝
⑥80㎏
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大由

（えんどう ひろゆき） 男
（29歳）
①昭和61年12月16日
②埼玉県 ③鳩ヶ谷市立里中
学校（埼玉県）→私立小松原高
校（埼玉県）→日本体育大学
④日本ユニシス㈱ ⑤171㎝
⑥72㎏
選手

慶

コーチ

女子選手

選手

柱奉

コーチ

男子選手

数野

健太

（かずの けんた） 男
（30歳）
①昭和60年11月25日
②滋賀県 ③大津市立日吉中
学校（滋賀県）→私立比叡山高
校（滋賀県）→日本大学 ④日
本ユニシス㈱ ⑤171㎝
⑥68㎏
選手

奥原

希望

（おくはら のぞみ） 女
（21歳）
①平成7年3月13日
②長野県 ③大町市立仁科台
中学校（長野県）→埼玉県立大
宮東高校→日本ウェルネスス
ポーツ大学（4年） ④日本ユ
ニシス㈱ ⑤156㎝ ⑥51㎏
選手

山口

茜

（やまぐち あかね） 女
（19歳）
①平成9年6月6日
②福井県 ③勝山市立勝山南
部中学校（福井県）→福井県立
勝山高校 ④㈱再春館製薬所
⑤156㎝ ⑥55㎏

選手

髙橋

礼華

（たかはし あやか） 女
（26歳）
①平成2年4月19日
②奈良県 ③私立聖ウルスラ
学 院 英 智 中 学 校（ 宮 城 県 ）→
私立聖ウルスラ学院英智高校
（宮城県） ④日本ユニシス㈱
⑤165㎝ ⑥60㎏
選手

松友

美佐紀

（まつとも みさき） 女
（24歳）
①平成4年2月8日
②徳島県 ③徳島市徳島中学
校（徳島県）→私立聖ウルスラ
学院英智高校（宮城県） ④日
本ユニシス㈱ ⑤159㎝
⑥50㎏

バドミントン
Badminton

選手

栗原

文音

（くりはら あやね） 女
①平成元年9月27日（26歳）
②福岡県 ③北九州市立中央
中学校（福岡県）→私立九州国
際大学付属高校
（福岡県）
④日本ユニシス㈱ ⑤172㎝
⑥59㎏

バドミントン
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射撃／ライフル射撃
Shooting-Rifle
監督

溝部

政司

（みぞべ まさし） 男
①昭和26年2月26日（65歳）
②福岡県 ③福岡県立嘉穂高
校→早稲田大学 ④（公社）日
本ライフル射撃協会 ⑧ナシ
ョナルコーチ ⑩ライフル射
撃コーチ
コーチ

ドシャノフ エミール

男
①昭和37年4月9日
（54歳）
②ブルガリア ③Master Degree
in psycology of sports Nastional
Sports ④（公社）日本ライフル
射撃協会 ⑧専任コーチングデ
ィレクター（トップアスリート担
当） ⑨JOC-NCA修了者
選手

松田

知幸

（まつだ ともゆき） 男
①昭和50年12月12日（40歳）
②神奈川県 ③横浜市立汲沢
中学校（神奈川県）→私立横浜
商科大学高校
（神奈川県）
④神奈川県警察 ⑤174 ㎝
⑥73㎏
選手

秋山

輝吉

（あきやま てるよし） 男
①昭和46年12月25日（44歳）
②宮城県 ③栗原市立栗駒中
学校（宮城県）→宮城県立岩ヶ
崎高校 ④宮城県警察
⑤168㎝ ⑥65㎏

選手

森

栄太

射撃／ライフル射撃

（もり えいた） 男
①昭和58年4月13日（33歳）
②静岡県 ③浜松市立可美中
学校（静岡県）→静岡県立浜松
工業高校 ④自衛隊体育学校
⑤173㎝ ⑥76㎏

選手

山下

敏和

（やました としかず） 男
①昭和52年2月21日（39歳）
②徳島県 ③徳島県立小松島
中学校（徳島県）→徳島県立小
松島高校→中央大学 ④自衛
隊体育学校 ⑤170㎝
⑥74㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

5名

1名

2名

8名

選手

岡田

直也

（おかだ なおや） 男
（25歳）
①平成2年10月10日
②岡山県 ③津山市立西中学
校（岡山県）→岡山県立津山工
業高校 ④ALSOK
⑤185㎝ ⑥70㎏

選手

佐藤

明子

（さとう あきこ） 女
（32歳）
①昭和59年2月9日
②千葉県 ③柏市立酒井根中
学校（千葉県）→私立昭和学院
高校（千葉県）→国士舘大学
④警視庁 ⑤162㎝ ⑥60㎏

射撃／クレー射撃
Shooting-Clay
総務

永島

男子選手

女子選手

役 員

合 計

0名

2名

1名

3名

宏泰

（ながしま ひろやす） 男
①昭和47年9月2日（42歳）
②埼玉県 ③私立秀明英光高
校（埼玉県）
→中央大学
④（一社）
日本クレー射撃協会

選手

中山

由起枝

（なかやま ゆきえ） 女
①昭和54年3月7日（37歳）
②栃木県 ③結城市立結城中
学校（茨城県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県） ④日立建機㈱
⑤161㎝ ⑥54㎏

選手

石原

奈央子

（いしはら なおこ） 女
①昭和49年10月22日（41歳）
②東京都 ③私立順心女子学
園中等部（東京都）→私立順心
女子学園高等部（東京都）→昭
和女子大学 ④（宗）古峯神社
⑤157㎝ ⑥64㎏

射撃／クレー射撃
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近代五種
Pentathlon
監督

黒臼

昭二

（くろうす しょうじ） 男
①昭和47年9月26日（43歳）
②栃木県 ③栃木県立宇都宮
工業高校→日本体育大学
④警視庁

選手

三口

智也

（みぐち ともや） 男
①昭和61年4月26日（30歳）
②和歌山県 ③紀ノ川市立貴
志川中学校（和歌山県）→和歌
山県立和歌山北高校 ④自衛
隊体育学校 ⑤180㎝
⑥67㎏
選手

岩元

勝平

（いわもと しょうへい） 男
①平成1年8月23日（26歳）
②佐賀県 ③鹿児島市鴨池中
学校（鹿児島県）→私立鹿児島
実業高等学校
（鹿児島県）
④自衛隊体育学校 ⑤178㎝
⑥68㎏
選手

朝長

なつ美

（ともなが なつみ） 女
①平成3年8月22日（24歳）
②埼玉県 ③狭山市立西中学
校（埼玉県）→埼玉県立川越南
高校 ④警視庁 ⑤169 ㎝
⑥53㎏

近代五種

68
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

2名

1名

1名

4名

カヌー
Shooting-Clay
コーチ

クバン
男

ミラン

コーチ

山中

女子選手

役 員

合 計

4名

1名

2名

7名

選手

矢澤

亜季

（やざわ あき） 女
（24歳）
①平成3年11月5日
②長野県 ③飯田市立飯田西
中学校（長野県）→私立東野高
校
（埼玉県）
→駿河台大学
④昭和飛行機工業㈱ ⑤156
㎝ ⑥50㎏

カヌー

①昭和51年10月19日
（39歳）
②スロバキア ③インフォメー
ションエレクトロニックテクノ
ロギー リプトフスキーハラー
ドック→コメニウス大学→コメ
ニウス大学大学院 ④
（公財）日
本オリンピック委員会 ⑧専任
コ ー チ ン グ デ ィ レ ク タ ー（ ト
ップアスリート担当） ⑨ JOCNCA修了者

男子選手

修司

（やまなか しゅうじ） 男
①昭和57年6月2日
（34歳）
②東京都 ③秋田県立角館高
校→神田外語大学 ④
（公財）
日本オリンピック委員会
⑧専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）
⑩カヌーコーチ
選手

矢澤

一輝

（やざわ かずき） 男
①平成元年3月4日（27歳）
②長野県 ③飯田市立飯田西
中学校（長野県）→私立東野高
校（埼玉県）
→駿河台大学
④善光寺大勧進 ⑤167 ㎝
⑥65㎏
選手

羽根田

卓也

（はねだ たくや） 男
①昭和62年7月17日
（29歳）
②愛知県 ③豊田市立朝日丘
中学校
（愛知県）→私立名鉄学
園杜若高校
（愛知県）→コメニ
ウス大学→コメニウス大学大
学院 ④ミキハウス
⑤175㎝ ⑥70㎏
選手

佐々木

将汰

（ささき しょうた） 男
①平成5年1月10日（23歳）
②秋田県 ③大仙市立協和中
学校（秋田県）→秋田県立西仙
北高校 ④万六建設㈱
⑤165㎝ ⑥64㎏

選手

佐々木

翼

（ささき つばさ） 男
①平成7年3月23日（21歳）
②秋田県 ③大仙市立協和中
学校（秋田県）→秋田県立西仙
北高校 ④万六建設㈱
⑤170㎝ ⑥60㎏
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アーチェリー
Archery
チームリーダー

新海

輝夫

アーチェリー

（しんかい てるお） 男
①昭和31年10月27日
（59歳）
②愛知県 ③愛知県立東郷高
校→日本体育大学 ④
（公財）
日本オリンピック委員会
⑧ナショナルコーチ ⑨JOCNCA修了者 ⑩アーチェリー
コーチ
コーチ

松木

裕二

（まつき ゆうじ） 男
①昭和43年11月6日
（47歳）

②広島県 ③私立広島電機大
学附属高校
（広島県）
→広島電
機大学 ④㈱エディオン
⑧専任コーチングディレクタ
ー（トップアスリート担当）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩アー
チェリーコーチ

コーチ

金

清泰

（きむ ちょんて） 男
①昭和55年7月6日（36歳）
②大韓民国 ③ソウル体育高
校→蔚山科学大学校 ④近畿
大学

選手

古川

高晴

（ふるかわ たかはる） 男
①昭和59年8月9日（31歳）
②青森県 ③青森市立沖館中
学校（青森県）→青森県立青森
東高校→近畿大学 ④近畿大
学 ⑤174㎝ ⑥89㎏

選手

川中

香緖里

（かわなか かおり） 女
①平成3年8月3日（25歳）
②鳥取県 ③琴浦町立赤碕中
学校（鳥取県）→鳥取県立米子
南高校→近畿大学 ④㈱ミキ
ハウス ⑤159㎝ ⑥51㎏

選手

林

勇気

（はやし ゆうき） 女
①昭和59年10月2日（31歳）
②大阪府 ③私立松蔭女子学
院松蔭中学校（兵庫県）→私立
松蔭女子学院松蔭高校（兵庫
県）→同志社大学 ④㈱堀場
製作所 ⑤163㎝ ⑥63㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

1名

3名

3名

7名

選手

永峰

沙織

（ながみね さおり） 女
（23歳）
①平成5年7月5日
②兵庫県 ③佐世保市立江迎
中学校（長崎県）→長崎県立佐
世保商業高校→長崎国際大学
④㈱ミキハウス ⑤166 ㎝
⑥60㎏

トライアスロン
Triathlon
監督

飯島

男子選手

女子選手

役 員

合 計

1名

3名

2名

6名

健二郎

（いいじま けんじろう） 男
①昭和34年6月13日
（57歳）
②東京都 ③私立日本大学第
ニ高校
（東京都）→日本大学
④
（公財）日本オリンピック委
員会 ⑧ナショナルコーチ
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩トラ
イアスロン指導員

山根

トライアスロン

コーチ

英紀

（やまね ひでき） 男
①昭和43年2月6日
（48歳）

②山口県 ③千葉市立稲毛高校
→明治大学 ④ NPO 法人京葉
インターナショナルスポーツ倶
楽部 ⑧専任コーチングディレ
クター
（トップアスリート担当）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩トライ
アスロン指導員

選手

田山

寛豪

（たやま ひろかつ） 男
①昭和56年11月12日
（34歳）
②茨城県 ③大洗町立第一中
学校
（ 茨 城 県 ）→ 茨 城 県 立 大
洗高校→流通経済大学→流通
経済大学大学院 ④ NTT 東日
本・NTT西日本/流通経済大学
⑤167㎝ ⑥62㎏
選手

上田

藍

（うえだ あい） 女
①昭和58年10月26日（32歳）
②京都府 ③京都市立加茂川
中学校（京都府）→京都府立洛
北高校 ④ペリエ・グリーン
タワー・ブリヂストン・稲毛
インター ⑤155㎝ ⑥44㎏
選手

加藤

友里恵

（かとう ゆりえ） 女
①昭和62年1月27日（29歳）
②千葉県 ③銚子市立第四中
学校（千葉県）→銚子市立銚子
西高校→城西国際大学 ④ペ
リエ・グリーンタワー・稲毛
インター ⑤161㎝ ⑥48㎏
選手

佐藤

優香

（さとう ゆか） 女
①平成4年1月18日
（24歳）
②千葉県 ③佐倉市立佐倉中
学校
（千葉県）→私立日本橋女
学館高校
（東京都） ④トーシ
ンパートナーズ・NTT東日本・
NTT西日本・チームケンズ
⑤171㎝ ⑥56㎏
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テコンドー
Taekwondo
コーチ

古賀

剛

（こが つよし） 男
①昭和50年10月13日
（40歳）
②佐賀県 ③私立龍国高校
（佐賀県）→九州国際情報ビジ
ネス専門学校 ④
（一社）全日
本テコンドー協会 ⑧専任コ
ーチングディレクター（特任
コーチングスタッフ）
選手

濱田

テコンドー

72

真由

（はまだ まゆ） 女
①平成6年1月31日（22歳）
②佐賀県 ③佐賀市立川副中
学校（佐賀県）→佐賀県立高志
館高校→徳山大学 ④ミキハ
ウス ⑤174㎝ ⑥57㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

0名

1名

1名

2名

馬術・グルーム

合 計
9名

Equestrian Grooms
グルーム

ネグレル フローレント
ロジャー マールス

男
①平成4年9月26日（23歳）
②フランス ③Marcelille
④Raijmakers Paarden

グルーム

大網

伊藤

桃子

（いとう ももこ） 女
（41歳）
①昭和50年5月8日
②福岡県 ③愛知県立豊田西
高校→北里大学 ④㈱ EQUI -

CURE

グルーム

貴洋

（おおあみ たかひろ） 男
①昭和59年5月18日（32歳）
②新潟県 ③千葉県立千葉東
高校→帯広畜産大学
④Dressur stall frank

ストラデリック
ドナ マリー

女
（33歳）
①昭和58年7月17日
②イギリス

馬術・グルーム

グルーム

グリフィス
エリオット

グルーム

グルーム

マーク

男
①平成6年6月19日（22歳）
②イギリス
④H.G.TUCKER&SON

クルテンス キャサリン
ロジャー

女
（24歳）
①平成4年3月31日
②ベルギー
④Academy Bartels

グルーム

コラジョ アウグスト
リカルド

男
①昭和55年1月29日（36歳）
②アルゼンチン ③アルゼン
チン国立大学 ④東京コンサ
ルティングファーム

グルーム

ウェバー クラウディア
ダグマー

女
①昭和63年12月23日（27歳）
②ドイツ
④TS Showjumping GmbH

グルーム

ジャンデュラ ケルシー

女
①平成3年6月29日（25歳）
②アメリカ ③Herndorn

High School University
④Gestüt Lewitz
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