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Headquarters
本  部

本  

部

本部員（輸送担当）
西田  博之
（にしだ  ひろゆき）　男
①昭和44年8月16日（41歳）
②東京都　③都立城北高校
（東京都）→日本大学　④㈱日
本旅行

本部員（輸送担当）
伊藤  誠
（いとう  まこと）　男
①昭和52年6月3日（34歳）
②北海道　③私立北海道工業
高校（北海道）→道都大学　　
④㈱日本旅行北海道

本部員（輸送担当）
百瀬  満康
（ももせ  みちやす）　男
①昭和59年4月24日（27歳）
②茨城県　③私立二松學舍大
学附属沼南高校（千葉県）→法
政大学　④㈱日本旅行

本部員（輸送担当）
加藤  由紀
（かとう  ゆき）　女
①昭和46年12月22日（39歳）
②東京都　③県立伊奈学園総
合高校（埼玉県）→東洋女子短
期大学　④㈱日本旅行

団長
塚原  光男
（つかはら  みつお）　男
①昭和22年12月22日（63歳）
②東京都　③國學院高校（東
京都）→日本体育大学　④塚
原体操センター　⑦理事、選
手強化副本部長、強化育成専
門部会部会長、㈶日本体操協
会副会長

総監督
福井  烈
（ふくい  つよし）　男
①昭和32年6月22日（54歳）
②福岡県　③私立柳川高校
（福岡県）　④ブリヂストンス
ポーツ㈱　⑦理事、選手強化
担当理事、㈶日本テニス協会
常務理事

本部役員（総務担当）
笠原  健司
（かさはら  けんじ）　男
①昭和42年9月7日（43歳）
②長野県　③私立長野日本大
学高校（長野県）→日本大学　
④公益財団法人日本オリンピ
ック委員会

本部役員（総務／競技･記録担当）
岩上  祐子
（いわかみ  ゆうこ）　女
①昭和44年7月22日（42歳）
②長野県　③県立須坂高校
（長野県）→学習院大学　④公
益財団法人日本オリンピック
委員会

本部員（AD／選手村担当）
髙橋  ダニエル克弥
（たかはし  ダニエルかつや）　男
①昭和52年12月8日（33歳）
②東京都　③都立文京高校
（東京都）→日本大学　④公益
財団法人日本オリンピック委
員会

本部員（AD／選手村担当）
脇本  昌樹
（わきもと  まさき）　男
①昭和54年3月7日（32歳）
②北海道　③道立札幌月寒高
校（北海道）→仙台大学→仙台
大学大学院　④公益財団法人
日本オリンピック委員会

本部員（競技･記録担当）
山㟢  貴子
（やまさき  たかこ）　女
①昭和48年10月3日（37歳）
②島根県　③県立益田高校
（島根県）→日本体育大学　
④公益財団法人日本オリンピ
ック委員会

メディカルスタッフ／ドクター
小松  裕
（こまつ  ゆたか）　男
①昭和36年12月3日（48歳）
②長野県　③県立諏訪清陵高校
（長野県）→信州大学　④国立ス
ポーツ科学センター　⑦専任メ
ディカルスタッフ（ドクター）、
情報・医・科学専門部会部会員
⑧スポーツドクター

合  計

17名
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メディカルスタッフ／トレーナー
堀田  泰史
（ほった  やすし）　男
①昭和49年9月23日（36歳）
②京都府　③京都市立堀川高
校（京都府）→京都教育大学　
④国立スポーツ科学センター
⑧アスレティックトレーナー

メディカルスタッフ／ドクター
星川  淳人
（ほしかわ  あつと）　男
①昭和41年7月5日（45歳）
②愛知県　③県立千種高校
（愛知県）→北海道大学→東京
大学大学院　④国立スポーツ
科学センター　⑧スポーツド
クター

メディカルスタッフ／ドクター
中村  格子
（なかむら  かくこ）　女
①昭和41年9月13日（44歳）
②岩手県　③県立横浜緑ヶ丘
高校（神奈川県）→横浜市立大
学大学→横浜市立大学大学院     
④国立スポーツ科学センター
⑧スポーツドクター

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（45歳）
②東京都　③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専
任メディカルスタッフ(ドク
ター)　⑧スポーツドクター

メディカルスタッフ／トレーナー
吉田  真
（よしだ  まこと）　男
①昭和48年4月11日（38歳）
②北海道　③道立函館中部高
校（北海道）→札幌医科大学→
札幌医科大学大学院　④北翔
大学　⑧アスレティックトレ
ーナー



12 THE 26th Universiade Shenzhen 2011

Athletics
陸上競技

陸
上
競
技

男子選手 女子選手 役  員 合  計

22名 10名 11名 43名

監督
金子  今朝秋
（かねこ  けさとき）　男
①昭和21年6月16日（65歳）
②山梨県　③県立甲府工業高
校（山梨県）→順天堂大学　　
④順天堂大学　⑧陸上上級コ
ーチ

総務
山下  誠
（やました  まこと）　男
①昭和37年8月31日（48歳）
②千葉県　③県立佐倉高校
（千葉県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④玉川大学

コーチ
伊東  輝雄
（いとう  てるお）　男
①昭和20年11月10日（65歳）
②京都府　③京都商業高校
（京都府）→国士舘大学　
④京都産業大学　⑧陸上上級
コーチ

コーチ
礒  繁雄
（いそ  しげお）　男
①昭和35年4月21日（51歳）
②栃木県　③県立大田原高校
（栃木県）→早稲田大学→日本
体育大学大学院　④早稲田大
学スポーツ科学学術院　⑧陸
上上級コーチ

コーチ
十倉  みゆき
（とくら  みゆき）　女
①昭和48年7月2日（38歳）
②兵庫県　③府立南丹高校
（京都府）→立命館大学　
④立命館大学

コーチ
青戸  慎司
（あおと  しんじ）　男
①昭和42年5月7日（44歳）
②和歌山県　③県立和歌山工
業高校（和歌山県）→中京大学
④中京大学

ドクター
蒲原  一之
（かまはら  かずゆき）　男
①昭和40年4月19日（46歳）
②広島県　③私立広島学院高
校（広島県）→筑波大学→筑波
大学大学院　④霞ヶ浦医療セ
ンター　⑧スポーツドクター

トレーナー
眞鍋  芳明
（まなべ  よしあき）　男
①昭和52年8月15日（33歳）
②愛媛県　③県立龍ヶ崎第一
高校（茨城県）→筑波大学→筑
波大学大学院　④国際武道大
学　⑧アスレティックトレー
ナー

トレーナー
加藤  基
（かとう  はじめ）　男
①昭和56年12月4日（29歳）
②愛知県　③県立明和高校
（愛知県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④帝京大学　⑧ア
スレティックトレーナー

トレーナー
小沢  未菜
（おざわ  みな）　女
①昭和56年6月29日（30歳）
②石川県　③県立七尾高校
（石川県）→順天堂大学　
④㈱リニアート　⑧アスレテ
ィックトレーナー

選手
小谷  優介
（こたに  ゆうすけ）　男
①平成元年9月23日（21歳）
②滋賀県　③彦根市立稲枝中
学校（滋賀県）→県立八日市高
校（滋賀県）→立命館大学（4
年）　④立命館大学　
⑤177cm　⑥66kg

コーチ
吉岡  康典
（よしおか　やすのり）　男
①昭和50年5月19日（36歳）
②京都府　③府立網野高校（京
都府）→中京大学→中京大学
大学院　④中京大学
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選手
川面  聡大
（かわつら  そうた）　男
①平成元年6月19日（22歳）
②東京都　③東京学芸大学附
属世田谷中学校（東京都）→都
立高島高校（東京都）→中央大
学（4年）　④中央大学
⑤172cm　⑥58kg

選手
飯塚  翔太
（いいづか  しょうた）　男
①平成3年6月25日（20歳）
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（静岡県）→中央大学（2
年）　④中央大学　⑤185cm     
⑥77kg

選手
山縣  亮太
（やまがた  りょうた）　男
①平成4年6月10日（19歳）
②広島県　③私立修道中学校
（広島県）→私立修道高校（広
島県）→慶應義塾大学（1年）　
④慶應義塾大学　⑤176cm　
⑥66kg

選手
廣瀨  英行
（ひろせ  ひでゆき）　男
①平成元年7月20日（22歳）
②佐賀県　③佐賀市立成章中
学校（佐賀県）→県立佐賀北高
校（佐賀県）→慶應義塾大学（4
年）　④慶應義塾大学
⑤175cm　⑥62kg

選手
中野  弘幸
（なかの  ひろゆき）　男
①昭和63年12月9日（22歳）
②愛知県　③安城市立東山中
学校（愛知県）→私立名古屋高
校（愛知県）→愛知教育大学→
愛知教育大学大学院（1年）
④愛知教育大学大学院
⑤173cm　⑥67kg

選手
堀江  新太郎
（ほりえ  しんたろう）　男
①平成2年11月22日（20歳）
②兵庫県　③三田市立けやき
台中学校（兵庫県）→私立太成
学院大学高校（大阪府）→立命
館大学（3年）　④立命館大学
⑤174cm　⑥60kg

選手
油布  郁人
（ゆふ  いくと）　男
①平成3年7月7日（20歳）
②大分県　③宇佐市立安心院
中学校（大分県）→私立大分東
明高校（大分県）→駒澤大学（2
年）　④駒澤大学　⑤177cm     
⑥56kg

選手
鎧坂  哲哉
（よろいざか  てつや）　男
①平成2年3月20日（21歳）
②広島県　③広島市立五日市
中学校（広島県）→県立世羅高
校（広島県）→明治大学（4年）     
④明治大学　⑤165cm
⑥50kg

選手
大迫  傑
（おおさこ  すぐる）　男
①平成3年5月23日（20歳）
②東京都　③町田市立金井中
学校（東京都）→私立佐久長聖
高校（長野県）→早稲田大学（2
年）　④早稲田大学　
⑤170cm     ⑥53kg

選手
矢澤  航
（やざわ  わたる）　男
①平成3年7月2日（20歳）
②神奈川県　③横浜市立岩崎
中学校（神奈川県）→私立法政
大学第二高校（神奈川県）→法
政大学（2年）　④法政大学
⑤178cm　⑥62kg

選手
岸本  鷹幸
（きしもと  たかゆき）　男
①平成2年5月6日（21歳）
②青森県　③むつ市立大平中
学校（青森県）→県立大湊高校
（青森県）→法政大学（3年）
④法政大学　⑤170cm
⑥60kg

選手
安部  孝駿
（あべ  たかとし）　男
①平成3年11月12日（19歳）
②岡山県　③岡山市立妹尾中
学校（岡山県）→県立玉野光南
高校（岡山県）→中京大学（2
年）     ④中京大学　⑤189cm
⑥80kg
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選手
戸邉  直人
（とべ  なおと）　男
①平成4年3月31日（19歳）
②千葉県　③野田市立野田第
二中学校（千葉県）→私立専修
大学松戸高校（千葉県）→筑波
大学（2年）　④筑波大学　
⑤193cm　⑥73kg

選手
笹瀬  弘樹
（ささせ  ひろき）　男
①平成元年8月17日（21歳）
②静岡県　③湖西市立新居中
学校（静岡県）→浜松市立高校
（静岡県）→早稲田大学（4年）     
④早稲田大学　⑤174cm　　
⑥67kg

選手
ディーン  元気
（ディーン  げんき）　男
①平成3年12月30日（19歳）
②兵庫県　③神戸市立平野中
学校（兵庫県）→尼崎市立尼崎
高校（兵庫県）→早稲田大学（2
年）　④早稲田大学　
⑤182cm　⑥85kg

選手
佐藤  寛大
（さとう  のぶひろ）　男
①昭和63年4月28日（23歳）
②宮城県　③蔵王町立遠刈田
中学校（宮城県）→県立蔵王高
校（宮城県）→仙台大学→仙台
大学大学院（1年）　④仙台大
学大学院　⑤172cm　
⑥75kg

選手
出岐  雄大
（でき  たけひろ）　男
①平成2年4月12日（21歳）
②長崎県　③長崎市立西浦上
中学校（長崎県）→長崎北陽台
高校（長崎県）→青山学院大学
（3年）　④青山学院大学
⑤159cm　⑥54kg

選手
矢澤  曜
（やざわ  よう）　男
①平成2年1月29日（21歳）
②神奈川県　③川崎市立菅生
中学校（神奈川県）→県立多摩
高校（神奈川県）→早稲田大学
（4年）　④早稲田大学
⑤181cm　⑥63kg

選手
撹上  宏光
（かくあげ  ひろみつ）　男
①平成2年9月14日（20歳）
②群馬県　③いわき市立平第
一中学校（福島県）→県立いわ
き総合高校（福島県）→駒澤大
学（3年）　④駒澤大学
⑤170cm　⑥48kg

選手
早川  翼
（はやかわ  つばさ）　男
①平成2年7月2日（21歳）
②福井県　③おおい町立名田
庄中学校（福井県）→県立美方
高校（福井県）→東海大学（3
年）     ④東海大学　⑤168cm
⑥48kg

選手
青野  大地
（あおの  だいち）　男
①平成元年5月12日（22歳）
②北海道　③別海町立中春別
中学校（北海道）→道立別海高
校（北海道）→山梨学院大学（4
年）　④山梨学院大学
⑤169cm　⑥63kg

選手
市川  華菜
（いちかわ  かな）　女
①平成3年1月14日（20歳）
②愛知県　③県立豊南中学校
（愛知県）→私立岡崎城西高校
（愛知県）→中京大学（3年）
④中京大学　⑤163cm
⑥48kg

選手
石橋  麻衣
（いしばし  まい）　女
①平成元年7月2日（22歳）
②大阪府　③木津町立木津第
二中学校（京都府）→府立久御
山高校（京都府）→佛教大学（4
年）　④佛教大学　⑤162cm     
⑥48kg

選手
田中  華絵
（たなか  はなえ）　女
①平成2年2月12日（21歳）
②福岡県　③北九州市立守恒
中学校（福岡県）→私立筑紫女
学園高校（福岡県）→立命館大
学（4年）　④立命館大学
⑤160cm　⑥47kg
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選手
伊藤  愛里
（いとう  あいり）　女
①平成元年7月5日（22歳）
②愛媛県　③松山市立西中学
校（愛媛県）→私立済美高校
（愛媛県）→関西大学（4年）　
④関西大学　⑤165cm　
⑥48kg

選手
岩川  真知子
（いわかわ  まちこ）　女
①平成元年11月20日（21歳）
②山形県　③米沢市立第七中
学校（山形県）→私立仙台育英
学園高校（宮城県）→立命館大
学（4年）　④立命館大学
⑤170cm　⑥52kg

選手
小田切  亜希
（おたぎり  あき）　女
①平成2年8月20日（20歳）
②長野県　③長野市立更北中
学校（長野県）→長野東高校
（長野県）→名城大学（3年）　
④名城大学　⑤157cm　
⑥40kg

選手
野村  沙世
（のむら  さよ）　女
①平成元年4月18日（22歳）
②岐阜県　③下呂市立萩原南
中学校（岐阜県）→県立益田清
風高校（岐阜県）→名城大学（4
年）　④名城大学　⑤157cm     
⑥48kg

選手
竹地  志帆
（たけち  しほ）　女
①平成2年8月18日（20歳）
②兵庫県　③淡路市立東浦中
学校（兵庫県）→県立須磨友が
丘高校（兵庫県）→佛教大学（3
年）　④佛教大学　⑤159cm     
⑥44kg

選手
岡田  久美子
（おかだ  くみこ）　女
①平成3年10月17日（19歳）
②埼玉県　③上尾市立東中学
校（埼玉県）→県立熊谷女子高
校（埼玉県）→立教大学（2年）
④立教大学　⑤157cm
⑥45kg

選手
髙武  華子
（こうたけ  はなこ）　女
①平成2年9月13日（20歳）
②福岡県　③私立西南学院中
学校（福岡県）→私立西南学院
高校（福岡県）→福岡大学（3
年）     ④福岡大学　⑤160cm
⑥47kg
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男子選手 女子選手 役  員 合  計

19名 16名 14名 49名

チームリーダー
上野  広治
（うえの  こうじ）　男
①昭和34年4月20日（52歳）
②東京都　③私立日本大学豊
山高校（東京都）→日本大学　
④公益財団法人日本オリンピ
ック委員会　⑦ナショナルコ
ーチ　⑧水泳上級コーチ

コーチ
八塚  明憲
（やつづか  あきのり）　男
①昭和31年4月7日（55歳）
②愛媛県　③私立尾道高校
（広島県）→法政大学　④法政
大学　⑧水泳上級コーチ、水
泳教師

コーチ
田中  孝夫
（たなか  たかお）　男
①昭和23年7月1日（63歳）
②熊本県　③県立諫早商業高
校（長崎県）→明治大学　④鹿
屋体育大学　⑧水泳上級コー
チ、水泳上級教師

コーチ
道浦  健壽
（みちうら  たけとし）　男
①昭和29年5月18日（57歳）
②和歌山県　③私立初芝高校
（大阪府）→国士舘大学　④㈱
イトマンスイミングスクール
⑧水泳上級コーチ

コーチ
金子  洋明
（かねこ  ひろあき）　男
①昭和37年4月20日（49歳）
②東京都　③八王子高校（東
京都）→中央大学　④アクラ
ブ調布／明治大学　⑧水泳上
級コーチ

コーチ
佐々木  祐一郎
（ささき  ゆういちろう）　男
①昭和46年10月6日（39歳）
②長崎県　③県立長崎北高校
（長崎県）→中京大学　④中京
大学　⑧水泳上級コーチ

コーチ
森谷  暢
（もりや  とおる）　男
①昭和43年3月30日（43歳）
②東京都　③都立松原高校
（東京都）→中央大学→東京学
芸大学　④中央大学　⑧水泳
上級コーチ

コーチ
堀之内  徹
（ほりのうち  とおる）　男
①昭和50年10月25日（35歳）
②鹿児島県　③都立小石川高
校（東京都）→早稲田大学→早
稲田大学大学院　④㈱コナミ
スポーツ＆ライフ　⑧水泳上
級コーチ

ドクター
半谷  美夏
（はんがい  みか）　女
①昭和47年6月16日（39歳）
②茨城県　③県立水戸第一高
校（茨城県）→秋田大学→筑波
大学大学院　④公立昭和病院
⑧スポーツドクター

トレーナー
小粥  由美子
（おがい  ゆみこ）　女
①昭和41年8月9日（45歳）
②静岡県　③県立浜松北高校
（静岡県）→中京大学→中京大
学大学院　④㈱鶴水スポーツ
⑧水泳上級コーチ

トレーナー
吉沢  剛
（よしざわ  つよし）　男
①昭和53年3月28日（33歳）
②神奈川県　③私立神奈川大
学附属高校（神奈川県）→国立
仙台病院附属リハビリテーシ
ョン学院　④緑園ゆきひろ整
形外科

トレーナー
前田  准谷
（まえだ  のりひろ）　男
①昭和53年4月20日（33歳）
②新潟県　③県立新発田高校
（新潟県）→山梨大学　④じん
どう整骨院アスリート　⑧ア
スレティックトレーナー
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トレーナー
栗木  明裕
（くりき  あきひろ）　男
①昭和49年1月29日（37歳）
②福岡県　③県立明善高校
（福岡県）→筑波大学→福岡大
学大学院（2年）　④福岡大学
大学院

総務
小倉  大地雄
（おぐら  たつお）　男
①昭和57年12月12日（28歳）
②東京都　③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　④国
立スポーツ科学センター

選手
伊藤  健太
（いとう  けんた）　男
①平成2年10月26日（20歳）
②愛知県　③名古屋市立港明
中学校（愛知県）→私立中京大
学中京高校（愛知県）→中京大
学（3年）　④中京大学
⑤181cm　⑥71kg

選手
小長谷  研二
（こばせ  けんじ）　男
①昭和62年7月31日（24歳）
②北海道　③札幌市立月寒中
学校（北海道）→北海道尚志学
園高校（北海道）→中央大学　
④㈶岐阜県体育協会／サンな
がらスイミングくらぶ　
⑤181cm　⑥79kg

選手
塩浦  慎理
（しおうら  しんり）　男
①平成3年11月26日（19歳）
②神奈川県　③伊勢原市立山
王中学校（神奈川県）→私立湘
南工科大学付属高校（神奈川
県）→中央大学（2年）　④中央
大学　⑤188cm　⑥87kg

選手
内田  翔
（うちだ  しょう）　男
①昭和62年9月28日（23歳）
②群馬県　③榛名町立榛名中
学校（群馬県）→県立高崎商業
高校（群馬県）→法政大学　　
④群馬ヤクルト㈱　⑤183cm     
⑥83kg

選手
外舘  祥
（そとだて  しょう）　男
①平成3年8月5日（20歳）
②北海道　③札幌市立新琴似
北中学校（北海道）→私立近畿
大学附属高校（大阪府）→近畿
大学（2年）　④近畿大学／イ
トマンSS　⑤183cm　
⑥74kg

選手
宮本  陽輔
（みやもと  ようすけ）　男
①平成2年8月23日（20歳）
②石川県　③金沢市立高尾台
中学校（石川県）→私立金沢高
校（石川県）→鹿屋体育大学（3
年）　④鹿屋体育大学
⑤188cm　⑥79kg

選手
瀧口  陽平
（たきぐち  ようへい）　男
①平成4年6月30日（19歳）
②神奈川県　③川崎市立東高
津中学（神奈川県）→私立湘南
工科大学付属高校（神奈川県）
→中央大学（1年）　④中央大
学　⑤184cm　⑥83kg

選手
入江  陵介
（いりえ  りょうすけ）　男
①平成2年1月24日（21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年）　④近畿大学／イト
マンSS　⑤178cm　⑥62kg

選手
松原  颯
（まつばら  はやて）　男
①平成3年12月9日（19歳）
②大阪府　③王寺町立王寺中
学校（奈良県）→私立天理高校
（奈良県）→法政大学（2年）
④法政大学　⑤163cm
⑥57kg

選手
立石  諒
（たていし  りょう）　男
①平成元年6月12日（22歳）
②神奈川県　③藤沢市立第一
中学校（神奈川県）→私立湘南
工科大学付属高校（神奈川県）
→慶應義塾大学（4年）　④慶
應義塾大学／NECGSC玉川　
⑤182cm　⑥68kg
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選手
大塚  一輝
（おおつか  かずき）　男
①昭和63年10月28日（22歳）
②群馬県　③中尾中学（群馬
県）→前橋育英高校（群馬県）
→法政大学　④KONAMI
⑤175cm　⑥69kg

選手
岸田  真幸
（きしだ  まさゆき）　男
①昭和60年11月24日（25歳）
②東京都　③南河内町第2中
学校（栃木県）→私立桐蔭学園
高校（神奈川県）→アリゾナ大
学（4年）　④アリゾナ大学／
キングソフト　⑤180cm　
⑥80kg

選手
池端  宏文
（いけばた  ひろふみ）　男
①平成4年8月21日（18歳）
②熊本県　③私立九州学院中
学校（熊本県）→私立九州学院
高校（熊本県）→法政大学（1
年）　④法政大学　⑤176cm
⑥76kg

選手
金田  和也
（かねだ  かずや）　男
①昭和62年11月5日（23歳）
②東京都　③小金井市立小金
井第一中学校（東京都）→私立
八王子高校（東京都）→法政大
学　④金田スイミングクラブ     
⑤171cm　⑥66kg

選手
佐野  秀匡
（さの  ひでまさ）　男
①昭和59年5月28日（27歳）
②富山県　③八王子市立別所
中学校（東京都）→私立八王子
高校（東京都）→明治大学→国
士舘大学大学院（2年）　④国
士舘大学大学院／ミズノ㈱　
⑤177cm　⑥70kg

選手
小坂  悠真
（こさか  ゆうま）　男
①平成元年8月11日（22歳）
②神奈川県　③東中学校（神
奈川県）→湘南工科大学附属
高校（神奈川県）→法政大学（4
年）　④法政大学／KONAMI
東日本     ⑤178cm　⑥75kg

選手
堀畑  裕也
（ほりはた  ゆうや）　男
①平成2年7月30日（21歳）
②愛知県　③名古屋市立志段
味中学校（愛知県）→私立豊川
高校（愛知県）→日本体育大学
（3年）　④日本体育大学
⑤169cm　⑥62kg

選手
藤森  太将
（ふじもり  ひろまさ）　男
①平成3年8月7日（20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
（2年）　④日本体育大学　　
⑤175cm　⑥67kg

選手
平井  康翔
（ひらい  やすなり）　男
①平成2年4月2日（21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（千葉県）→明治大学
（3年）　④明治大学／柏洋ス
イマーズ柏スクール　
⑤175cm　⑥75kg

選手
松本  弥生
（まつもと  やよい）　女
①平成2年3月8日（21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（4
年）　④日本体育大学　
⑤168cm　⑥65kg

選手
長谷川  菜月
（はせがわ  なつき）　女
①昭和63年6月13日（23歳）
②埼玉県　③鴻巣市立鴻巣中
学校（埼玉県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→中京大学　④岐
阜県体育協会／岐阜SC　
⑤170cm　⑥60kg

選手
山口  美咲
（やまぐち  みさき）　女
①平成2年1月20日（21歳）
②長崎県　③諫早市立真城中
学校（長崎県）→近畿大学付属
高校（大阪府）→近畿大学（4
年）　④近畿大学／イトマン
SS　⑤165cm　⑥59kg
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選手
矢野  友理江
（やの  ゆりえ）　女
①昭和63年6月24日（23歳）
②大阪府　③大阪市立住吉第
一中学校（大阪府）→太成学院
大学高校（大阪府）→関西大学     
④イトマンSS　⑤163cm　
⑥60kg

選手
米永  智香
（よねなが  ちか）　女
①昭和61年7月10日（25歳）
②石川県　③北星中学校（石
川県）→金沢高校（石川県）→
鹿屋体育大学→鹿屋体育大学
大学院　④山口県水泳連盟／
きらら山口　⑤161cm　
⑥58kg

選手
高橋  美帆
（たかはし  みほ）　女
①平成4年12月1日（18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（1年）　④日本体育大学     
⑤160cm　⑥53kg

選手／旗手
酒井  志穗
（さかい  しほ）　女
①平成2年12月1日（20歳）
②福岡県　③古賀市立古賀北
中学校（福岡県）→私立九州産
業大学付属九州高校（福岡県）
→九州産業大学（3年）　④九
州産業大学／ブリヂストン　
⑤158cm　⑥54kg

選手
島添  紗妃
（しまぞえ  さき）　女
①平成2年10月2日（20歳）
②茨城県　③県立守谷中学校
（茨城県）→常総学院高校（茨
城県）→日本体育大学（3年）　
④日本体育大学　⑤165cm     
⑥55kg

選手
鈴木  聡美
（すずき  さとみ）　女
①平成3年1月29日（20歳）
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（3年）　④山梨
学院大学　⑤168cm　
⑥62kg

選手
松島  美菜
（まつしま  みな）　女
①平成3年1月25日（20歳）
②東京都　③東海大学付属浦
安中学校（千葉県）→東海大学
付属浦安高校（千葉県）→日本
大学（3年）　④日本大学／セ
ントラルスポーツ　⑤166cm
⑥57kg

選手
福留  尚子
（ふくどめ  なおこ）　女
①平成元年6月17日（22歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立緑
丘中学校（鹿児島県）→私立鹿
児島実業高校（鹿児島県）→鹿
屋体育大学（4年）　④鹿屋体
育大学／NbSC　⑤159cm　
⑥56kg

選手
吾郷  みさき
（あごう  みさき）　女
①平成4年12月14日（18歳）
②大阪府　③東大阪市立上小
坂中学校（大阪府）→私立近畿
大学付属高校（大阪府）→関西
大学（1年）　④関西大学／イ
トマンSS　⑤170cm　
⑥63kg

選手
星  奈津美
（ほし  なつみ）　女
①平成2年8月21日（20歳）
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
（3年）　④早稲田大学／スウ
ィン大教　⑤164cm　
⑥54kg

選手
福田  智代
（ふくだ  ともよ）　女
①平成元年5月20日（22歳）
②群馬県　③藤岡市立西中学
校（群馬県）→群馬県立藤岡中
央高校（群馬県）→共愛女子学
園大学（4年）　④共愛学園前
橋国際大学／KONAMI高崎　
⑤163cm　⑥56kg

選手
加藤  和
（かとう  いずみ）　女
①平成2年3月24日（21歳）
②福島県　③私立桜の聖母学
院（福島県）→私立桜の聖母学
院（福島県）→山梨学院大学（3
年）　④山梨学院大学
⑤160cm　⑥53kg
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選手
小口  綾乃
（こぐち  あやの）　女
①平成3年11月2日（19歳）
②東京都　③私立東京立正中
学校（東京都）→私立東京立正
高校（東京都）→日本体育大学
（2年）　④日本体育大学／セ
ントラル目黒　⑤169cm　
⑥56kg
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選手
中川  真依
（なかがわ  まい）　女
①昭和62年4月7日（24歳）
②石川県　③小松市立中海中
学校（石川県）→小松市立高校
（石川県）→金沢学院大学→金
沢学院大学大学院（2年）　
④金沢学院大学　⑤155cm　
⑥52kg

選手
坂井  丞
（さかい  しょう）　男
①平成4年8月22日（18歳）
②神奈川県　③大野南中学校
（神奈川県）→麻布大学附属渕
野辺高校（神奈川県）→日本体
育大学（1年）　④日本体育大
学　⑤169cm　⑥64kg

選手
村上  和基
（むらかみ  かずき）　男
①平成元年5月19日（22歳）
②群馬県　③富岡市立南中学
校（群馬県）→前橋育英高校
（群馬県）→上武大学（4年）　
④上武大学　⑤155cm　
⑥55kg

選手
岡本  優
（おかもと  ゆう）　男
①昭和63年8月13日（22歳）
②栃木県　③宇都宮市立陽南
中学校（栃木県）→県立宇都宮
南高校（栃木県）→筑波大学　
④岐阜県体育協会　⑤165cm
⑥65kg

コーチ
坂田  和也
（さかた  かずや）　男
①昭和48年11月15日（37歳）
②神奈川県　③私立土浦日本
大学高校（茨城県）→日本大学
④茨城県立取手第二高校　

監督
野村  孝路
（のむら  たかみち）　男
①昭和34年8月21日（51歳）
②群馬県　③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㈱静岡ビ
ル保善　⑦専任コーチングデ
ィレクタージュニアアスリー
ト担当　⑧水泳コーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 1名 2名 6名
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Water Polo
水泳／水球

水
泳
／
水
球

選手
竹井  昂司
（たけい  こうじ）　男
①平成2年7月30日（21歳）
②京都府　③修学院中学校
（京都府）→府立鳥羽高校（京
都府）→日本体育大学（3年）　
④日本体育大学　⑤177cm　
⑥77kg

選手
吉満  隆彰
（よしみつ  たかあき）　男
①平成4年1月7日（19歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立鴨
池中学校（鹿児島県）→県立鹿
児島南高校（鹿児島県）→日本
体育大学（2年）　④日本体育
大学　⑤180cm　⑥73kg

選手
保田  賢也
（やすだ  けんや）　男
①平成元年3月29日（22歳）
②富山県　③富山市立富山北
部中学校（富山県）→県立富山
北部高校（富山県）→筑波大学
④ブルボンウォーターポロ柏
崎　⑤182cm　⑥81kg

選手
大川  慶悟
（おおかわ  けいご）　男
①平成2年3月11日（21歳）
②茨城県　③土浦第一中学校
（茨城県）→秀明英光高校（埼
玉県）→日本体育大学（4年）　
④日本体育大学　⑤183cm　
⑥93kg

選手
岩城  賢一
（いわき  けんいち）　男
①平成2年5月20日（21歳）
②兵庫県　③明石市立望海中
学校（兵庫県）→佐賀東高校
（佐賀県）→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学　
⑤175cm　⑥75kg

選手
角野  友紀
（かどの  ゆうき）　男
①平成2年9月14日（20歳）
②大阪府　③常磐中学校（三
重県）→津田学園高校（三重
県）→日本体育大学（3年）　
④日本体育大学　⑤177cm　
⑥72kg

選手
志賀  光明
（しが  みつあき）　男
①平成3年9月16日（19歳）
②富山県　③前橋市立東中学
校（群馬県）→県立前橋商業高
校（群馬県）→日本体育大学（2
年）　④日本体育大学　
⑤177cm　⑥70kg

選手
棚村  克行
（たなむら  かつゆき）　男
①平成元年8月3日（22歳）
②沖縄県　③明治大学付属中
野中学校（東京都）→明治大学
付属中野高校（東京都）→筑波
大学（4年）　④筑波大学　
⑤185cm　⑥85kg

トレーナー
瀬川  栄一
（せがわ  えいいち）　男
①昭和51年6月15日（35歳）
②大阪府　③私立興国高校
（大阪府）→城西医療技術専門
学校　④北大阪警察病院

総務
鳥海  崇
（とりうみ  たかし）　男
①昭和55年4月18日（31歳）
②兵庫県　③桐朋高校（東京
都）→慶應義塾大学→東京大
学大学院　④慶應義塾大学　

コーチ
葛原  浩
（かつはら  ひろし）　男
①昭和47年12月31日（38歳）
②青森県　③県立青森商業高
校（青森県）→日本体育大学
④青森県立北斗高等学校　　
⑧水泳コーチ

ヘッドコーチ
大本  洋嗣
（おおもと  ようじ）　男
①昭和42年6月26日（44歳）
②千葉県　③市立千葉高校
（千葉県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院　④日本体
育大学　⑧水泳上級コーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

13名 ― 4名 17名
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水
泳
／
水
球

Water Polo
水泳／水球

選手
清水  直樹
（しみず  なおき）　男
①平成3年1月14日（20歳）
②東京都　③上板橋第3中学
（東京都）→埼玉栄高校（埼玉
県）→日本体育大学（3年）　
④日本体育大学　⑤190cm　
⑥83kg

選手
志水  祐介
（しみず  ゆうすけ）　男
①昭和63年9月7日（22歳）
②熊本県　③県立京陵中学校
（熊本県）→埼玉栄高校（埼玉
県）→筑波大学　④ブルボン
ウォーターポロ柏崎　
⑤181cm　⑥92kg

選手
柳瀬  彰良
（やなせ  あきら）　男
①昭和63年8月11日（23歳）
②山梨県　③玉村町立玉村中
学校（群馬県）→県立前橋商業
高校（群馬県）→日本体育大学
→日本体育大学大学院（1年）
④日本体育大学大学院　
⑤190cm　⑥93kg

選手
逸見  優太
（へんみ  ゆうた）　男
①平成3年5月19日（20歳）
②大阪府　③大阪市立茨田北
中学校（大阪府）→県立大分商
業高校（大分県）→日本体育大
学（2年）　④日本体育大学　
⑤170cm　⑥71kg

選手
若松  弘樹
（わかまつ  ひろき）　男
①昭和62年4月27日（24歳）
②神奈川県　③川崎市立犬蔵
中学校（神奈川県）→秀明英光
高校（埼玉県）→早稲田大学　
④稲泳会　⑤187cm　
⑥85kg
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Football (Men)
サッカー 【男子】

サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

選手
林堂  眞
（りんどう  まこと）　男
①平成元年11月21日（21歳）
②和歌山県　③柏市立柏第二
中学校（千葉県）→習志野市立
習志野高校（千葉県）→駒澤大
学（4年）　④駒澤大学　
⑤178cm　⑥72kg

選手
大岩  一貴
（おおいわ  かずき）　男
①平成元年8月17日（21歳）
②愛知県　③名古屋市立汐路
中（愛知県）→私立中京大学附
属中京高校（愛知県）→中央大
学（4年）　④中央大学　
⑤182cm　⑥76kg

選手
櫻内  渚
（さくらうち  なぎさ）　男
①平成元年8月11日（22歳）
②大阪府　③八尾市立高美中
学校（大阪府）→作陽高校（岡
山県）→関西大学（4年）　④関
西大学　⑤176cm　⑥70kg

選手
増田  卓也
（ますだ  たくや）　男
①平成元年6月29日（22歳）
②広島県　③広島市立亀崎中
学校（広島県）→県立広島皆実
高校（広島県）→流通経済大学
（4年）　④流通経済大学　
⑤183cm　⑥80kg

技術スタッフ
井田  征次郎
（いだ  しょうじろう）　男
①昭和57年7月21日（29歳）
②岡山県　③県立倉敷天城高
校（岡山県）→筑波大学　
④㈱ファジアーノ岡山　⑧サ
ッカー指導員

技術スタッフ
古賀  初
（こが  はじめ）　男
①昭和45年4月13日（41歳）
②東京都　③都立日比谷高校
（東京都）→順天堂大学→順天
堂大学大学院　④東京電機大
学　⑧サッカーコーチ

総務
吉村  雅文
（よしむら  まさふみ）　男
①昭和35年6月29日（51歳）
②大阪府　③府立寝屋川高校
（大阪府）→順天堂大学→順天
堂大学大学院　④順天堂大学
⑧サッカー上級コーチ

ドクター
長尾  雅史
（ながお  まさし）　男
①昭和52年10月3日（33歳）
②広島県　③私立広島学院高
校（広島県）→順天堂大学→順
天堂大学大学院　④順天堂大
学医学部附属練馬病院　

トレーナー
内田  靖之
（うちだ  やすゆき）　男
①昭和51年12月3日（34歳）
②兵庫県　③県立須磨友が丘
高校（兵庫県）→関西鍼灸短期
大学→日本大学大学院　④関
西医療大学　⑧アスレティッ
クトレーナー

コーチ
黒田  雄司
（くろだ  ゆうじ）　男
①昭和51年2月6日（35歳）
②神奈川県　③デューレン  
ゲザム  シュウレ→天理大学
④阪南大学　⑧サッカーコー
チ

監督
大平  正軌
（おおひら  まさき）　男
①昭和45年5月16日（41歳）
②富山県　③県立瑞陵高校
（愛知県）→日本社会体育専門
学校　④流通経済大学　⑧サ
ッカー上級コーチ

チームリーダー
中野  雄二
（なかの  ゆうじ）　男
①昭和37年10月17日（48歳）
②東京都　③県立古河第一高
校（茨城県）→法政大学　
④流通経済大学　⑧サッカー
コーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

20名 ― 8名 28名
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サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

Football (Men)
サッカー 【男子】

選手
河本  明人
（かわもと  あきと）　男
①平成2年5月1日（21歳）
②滋賀県　③甲賀市立甲南中
学校（滋賀県）→私立流通経済
大学付属柏高校（千葉県）→流
通経済大学（3年）　④流通経
済大学　⑤174cm　⑥69kg

選手
六平  光成
（むさか  みつなり）　男
①平成3年1月16日（20歳）
②東京都　③西東京市立保谷
中学校（東京都）→私立前橋育
英高校（群馬県）→中央大学（3
年）　④中央大学　⑤174cm
⑥64kg

選手
丸山  祐市
（まるやま  ゆういち）　男
①平成元年6月16日（22歳）
②東京都　③世田谷区立砧中
学校（東京都）→私立國學院久
我山高校（東京都）→明治大学
（4年）　④明治大学　
⑤183cm　⑥70kg

選手
宮阪  政樹
（みやさか  まさき）　男
①平成元年7月15日（22歳）
②東京都　③練馬区立練馬東
中学校（東京都）→都立練馬高
校（東京都）→明治大学（4年）
④明治大学　⑤169cm　
⑥68kg

選手
高木  駿
（たかぎ  しゅん）　男
①平成元年5月22日（22歳）
②神奈川県　③藤沢市立第一
中学校（神奈川県）→県立麻生
高校（神奈川県）→明治大学（4
年）　④明治大学　⑤181cm
⑥75kg

選手
瀨沼  優司
（せぬま  ゆうじ）　男
①平成2年9月1日（20歳）
②神奈川県　③県立上溝南中
学校（神奈川県）→私立桐光学
園高校（神奈川県）→筑波大学
（3年）　④筑波大学　
⑤185cm　⑥75kg

選手
河井  陽介
（かわい  ようすけ）　男
①平成元年8月4日（22歳）
②静岡県　③県立青島中学校
（静岡県）→県立藤枝東高校
（静岡県）→慶應義塾大学（4
年）　④慶應義塾大学　
⑤165cm　⑥58kg

選手
富山  貴光
（とみやま  たかみつ）　男
①平成2年12月26日（20歳）
②栃木県　③栃木市立皆川中
学校（栃木県）→私立矢板中央
高校（栃木県）→早稲田大学（3
年）　④早稲田大学　
⑤180cm　⑥73kg

選手
山村  和也
（やまむら  かずや）　男
①平成元年12月2日（21歳）
②長崎県　③雲仙市立国見中
学校（長崎県）→県立国見高校
（長崎県）→流通経済大学（4
年）　④流通経済大学　
⑤186cm　⑥76kg

選手
八反田  康平
（はったんだ  こうへい）　男
①平成2年1月8日（21歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立伊
敷中学校（鹿児島県）→県立鹿
児島中央高校（鹿児島県）→筑
波大学（4年）　④筑波大学　
⑤170cm　⑥62kg

選手
中里  崇宏
（なかざと  たかひろ）　男
①平成2年3月29日（21歳）
②東京都　③町田市立小山田
中学校（東京都）→私立流通経
済大学付属柏高校（千葉県）→
流通経済大学（4年）　④流通
経済大学　⑤174cm　
⑥70kg

選手
比嘉  祐介
（ひが  ゆうすけ）　男
①平成元年5月15日（22歳）
②沖縄県　③県立大宮中学校
（沖縄県）→私立流通経済大学
付属柏高校（千葉県）→流通経
済大学（4年）　④流通経済大
学　⑤168cm　⑥68kg
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サ
ッ
カ
ー
【
男
子
】

Football (Men)
サッカー 【男子】

選手
赤﨑  秀平
（あかさき  しゅうへい）　男
①平成3年9月1日（19歳）
②鹿児島県　③霧島市立舞鶴
中学校（鹿児島県）→県立佐賀
東高校（佐賀県）→筑波大学（2
年）　④筑波大学　⑤173cm
⑥72kg

選手
椎名  伸志
（しいな  のぶゆき）　男
①平成3年10月15日（19歳）
②北海道　③札幌市立羊丘中
学校（北海道）→私立青森山田
高校（青森県）→流通経済大学
（2年）　④流通経済大学　
⑤166cm　⑥60kg

選手
谷口  彰悟
（たにぐち  しょうご）　男
①平成3年7月15日（20歳）
②熊本県　③熊本市立長嶺中
学校（熊本県）→県立大津高校
（熊本県）→筑波大学（2年）　
④筑波大学　⑤180cm　
⑥69kg

選手
湯澤  洋介
（ゆざわ  ようすけ）　男
①平成2年12月31日（20歳）
②栃木県　③日光市立今市中
学校（栃木県）→私立矢板中央
高校（栃木県）→駒澤大学（3
年）　④駒澤大学　⑤167cm
⑥63kg
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Football (Women)
サッカー 【女子】

サ
ッ
カ
ー
【
女
子
】

選手
田中  麻里菜
（たなか  まりな）　女
①平成元年1月27日（22歳）
②東京都　③品川区立荏原第
六中学校（東京都）→都立大崎
高校（東京都）→国士舘大学　
④㈱スポーツマリオ／スフィ
ーダ世田谷FC　⑤164cm
⑥54kg

選手
櫻本  尚子
（さくらもと  なおこ）　女
①平成2年9月24日（20歳）
②東京都　③新宿区立西早稲
田中学校（東京都）→私立常盤
木学園高校（宮城県）→帝京平
成大学（3年）　④ジェフユナ
イテッド市原・千葉レディー
ス　⑤163cm　⑥59kg

選手
臼井  理恵
（うすい  りえ）　女
①平成元年12月28日（21歳）
②東京都　③私立吉祥女子中
学校（東京都）→私立吉祥女子
高校（東京都）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学　
⑤170cm　⑥63kg

選手
船田  麻友
（ふなだ  まゆ）　女
①平成2年11月9日（20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（3年）　④ジェフユナイ
テッド市原・千葉レディース
⑤165cm　⑥64kg

選手
池田  咲紀子
（いけだ  さきこ）　女
①平成4年9月8日（18歳）
②東京都　③さいたま市立東
浦和中学校（埼玉県）→県立伊
奈学園総合高校（埼玉県）→日
本体育大学（1年）　④浦和レ
ッドダイヤモンズレディース
⑤168cm　⑥57kg

総務
岩崎  陸
（いわさき  あつし）　男
①昭和50年4月28日（36歳）
②広島県　③県立松山東高校
（愛媛県）→慶應義塾大学　
④慶應義塾大学　⑧サッカー
コーチ

技術スタッフ
大脇  友里佳
（おおわき  ゆりか）　女
①昭和62年10月22日（23歳）
②東京都　③私立十文字高校
（東京都）→早稲田大学→早稲
田大学大学院（2年）　④早稲
田大学大学院　⑧サッカー指
導員

トレーナー
島田  真梨子
（しまだ  まりこ）　女
①昭和55年7月1日（31歳）
②茨城県　③県立日立第二高
校（茨城県）→茨城大学→筑波
大学大学院　④㈶日本サッカ
ー協会　⑧アスレティックト
レーナー

ドクター
山口  奈美
（やまぐち  なみ）　女
①昭和50年6月24日（36歳）
②東京都　③在外指定スイス
公文学園高等部（スイス）→宮
崎医科大学　④宮崎大学　
⑧スポーツドクター

コーチ
黒澤  尚
（くろさわ  たかし）　男
①昭和52年10月25日（33歳）
②宮城県　③学校法人南光学
園東北高校（宮城県）→仙台大
学→仙台大学　④仙台大学
⑧サッカー上級コーチ

コーチ
太田  真司
（おおた  しんじ）　男
①昭和52年8月3日（34歳）
②滋賀県　③四日市市中央工
業高校（三重県）→吉備国際大
学　④吉備国際大学　⑧サッ
カー上級コーチ

監督
堀野  博幸
（ほりの  ひろゆき）　男
①昭和44年9月3日（41歳）
②大阪府　③府立茨木高校
（大阪府）→早稲田大学→早稲
田大学大学院　④早稲田大学
⑧サッカー上級コーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

― 20名 7名 27名
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Football (Women)
サッカー 【女子】

サ
ッ
カ
ー
【
女
子
】

選手
大滝  麻未
（おおたき  あみ）　女
①平成元年7月28日（22歳）
②神奈川県　③平塚市立太洋
中学校（神奈川県）→県立鎌倉
高校（神奈川県）→早稲田大学
（4年）　④早稲田大学　
⑤171cm　⑥60kg

選手
久保田  麻友
（くぼた  まゆ）　女
①平成元年5月9日（22歳）
②山梨県　③甲府市立甲府北
東中学校（山梨県）→甲府市立
甲府商業高校（山梨県）→日本
体育大学（4年）　④日本体育
大学　⑤162cm　⑥57kg

選手
乃一  綾
（のいち  あや）　女
①平成2年4月7日（21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）→武蔵丘短期
大学　④中外医薬生産㈱／伊
賀フットボールクラブくノ一
⑤165cm　⑥53kg

選手
杉山  貴子
（すぎやま  たかこ）　女
①平成3年4月4日（20歳）
②静岡県　③私立常葉橘中学
校（静岡県）→私立常葉橘高校
（静岡県）→武蔵丘短期大学（2
年）　④武蔵丘短期大学　
⑤158cm　⑥52kg

選手
杉田  亜未
（すぎた  あみ）　女
①平成4年3月14日（19歳）
②神奈川県　③座間市立座間
中学校（神奈川県）→私立湘南
学院高校（神奈川県）→吉備国
際大学（2年）　④吉備国際大
学　⑤155cm　⑥49kg

選手
岸川  奈津希
（きしかわ  なつき）　女
①平成3年4月26日（20歳）
②神奈川県　③私立相洋中学
校（神奈川県）→私立相洋高校
（神奈川県）→早稲田大学（2
年）　④浦和レッドダイヤモ
ンズレディース　⑤169cm　
⑥62kg

選手
髙畑  志帆
（こうはた  しほ）　女
①平成元年11月12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
高校（静岡県）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学　
⑤165cm　⑥55kg

選手
筏井  りさ
（いかだい  りさ）　女
①昭和63年8月12日（23歳）
②兵庫県　③私立公文国際中
学校（神奈川県）→鳳凰高校
（鹿児島県）→筑波大学→筑波
大学大学院（1年）　④ジェフ
ユナイテッド市原・千葉レデ
ィース　⑤157cm　⑥53kg

選手
竹山  裕子
（たけやま  ゆうこ）　女
①平成3年9月30日（19歳）
②埼玉県　③春日部市立大増
中学校（埼玉県）→県立伊奈学
園総合高校（埼玉県）→埼玉大
学（2年）　④浦和レッドダイ
ヤモンズレディース
⑤160cm　⑥52kg

選手
左山  桃子
（さやま  ももこ）　女
①平成4年2月19日（19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（2
年）　④静岡産業大学　
⑤167cm　⑥54kg

選手
髙橋  千帆
（たかはし  ちほ）　女
①平成2年8月13日（20歳）
②大阪府　③高槻市立五領中
学校（大阪府）→大阪府立島本
高校（大阪府）→吉備国際大学
（3年）　④吉備国際大学　
⑤170cm　⑥63kg

選手
田子  亜貴
（たご  あき）　女
①平成元年2月7日（22歳）
②福島県　③いわき市立立川
部中学校（福島県）→私立常盤
木学園高校（宮城県）→日本体
育大学　④NTT東日本／ASエ
ルフェン狭山FC　⑤160cm
⑥57kg
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Football (Women)
サッカー 【女子】

サ
ッ
カ
ー
【
女
子
】

選手
鈴木  薫子
（すずき  かおるこ）　女
①平成元年5月20日（22歳）
②神奈川県　③平塚市立太洋
中学校（神奈川県）→県立平塚
商業高校（神奈川県）→武蔵丘
短期大学　④毎日興業㈱／AS
エルフェン狭山FC　
⑤153cm　⑥50kg

選手
長田  いづみ
（おさだ  いづみ）　女
①平成元年11月13日（21歳）
②神奈川県　③県立湯河原町
立湯河原中学校（神奈川県）→
私立桐陽高校（静岡県）→神奈
川大学（4年）　④神奈川大学
⑤170cm　⑥60kg

選手
中出  ひかり
（なかで  ひかり）　女
①昭和63年12月6日（22歳）
②三重県　③青山町立青山中
学校（三重県）→三重県立名張
高校（三重県）→吉備国際大学
④㈱みやまレンタカー／伊賀
フットボールクラブくノ一　
⑤157cm　⑥50kg
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Tennis
テニス

テ
ニ
ス

選手
石津  幸恵
（いしづ  さちえ）　女
①平成4年9月3日（18歳）
②東京都　③岩見沢市立北村
中学校（北海道）→私立土浦日
本大学高校（茨城県）→筑波大
学（1年）　④筑波大学　
⑤164cm　⑥52kg

選手
高畑  寿弥
（たかはた  ことみ）　女
①平成元年11月17日（21歳）
②大阪府　③大阪市立真住中
学校（大阪府）→私立長尾谷高
校（大阪府）→相愛大学（4年）
④相愛大学　⑤165cm　
⑥60kg

選手
桑田  寛子
（くわた  ひろこ）　女
①平成2年12月18日（20歳）
②京都府　③横浜市立あざみ
野中学校（神奈川県）→私立早
稲田大学系属早稲田実業学校
高等部（東京都）→早稲田大学
（3年）　④早稲田大学　
⑤159cm　⑥55kg

選手
青山  修子
（あおやま  しゅうこ）　女
①昭和62年12月19日（23歳）
②大阪府　③私立日本大学第
三中学校（東京都）→私立日本
大学第三高校（東京都）→早稲
田大学　④近藤乳業㈱　
⑤154cm　⑥53kg

選手
遠藤  豪
（えんどう  たけし）　男
①平成3年11月30日（19歳）
②三重県　③四日市市立常磐
中学校（三重県）→県立四日市
工業高校（三重県）→早稲田大
学（2年）　④早稲田大学　
⑤168cm　⑥62kg

選手
片山  翔
（かたやま  しょう）　男
①平成元年5月12日（22歳）
②福岡県　③大川市立大川南
中学校（福岡県）→私立柳川高
校（福岡県）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学　
⑤170cm　⑥64kg

選手
伊藤  潤
（いとう  じゅん）　男
①平成元年6月14日（22歳）
②大分県　③私立龍谷学園龍
谷中学校（佐賀県）→私立龍谷
学園龍谷高校（佐賀県）→早稲
田大学（4年）　④早稲田大学
⑤174cm　⑥69kg

選手
仁木  拓人
（にき  たくと）　男
①昭和62年10月12日（23歳）
②アメリカ合衆国　③つくば
市立谷田部東中学校（茨城県）
→県立竹園高校（茨城県）→立
命館大学（6年）　④立命館大
学　⑤182cm　⑥72kg

トレーナー
石野  千枝
（いしの  ちえ）　女
①昭和50年5月8日（36歳）
②神奈川県　③県立藤沢北高
校（神奈川県）→神奈川衛生学
園専門学校　④㈲ケアステー
ション　⑧アスレティックト
レーナー

監督
細木  祐子
（ほそき  ゆうこ）　女
①昭和43年11月12日（42歳）
②大阪府　③私立帝塚山学院
高校（大阪府）→園田学園女子
大学→関西大学大学院　④園
田学園女子大学　⑧テニス上
級コーチ

監督
宮地  弘太郎
（みやち  こうたろう）　男
①昭和49年2月18日（37歳）
②広島県　③私立柳川高校
（福岡県）→亜細亜大学→日本
体育大学大学院　④関西国際
大学　

チームリーダー
右近  憲三
（うこん  けんそう）　男
①昭和33年4月16日（53歳）
②広島県　③私立広陵高校
（広島県）→日本大学　④公益
財団法人日本オリンピック委
員会　⑦ナショナルコーチ　
⑧テニス上級コーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 4名 12名
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Volleyball (Men)
バレーボール 【男子】

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
【
男
子
】

選手
伊藤  康貴
（いとう  やすたか）　男
①平成元年6月5日（22歳）
②長野県　③松本市立波田中
学校（長野県）→丸子修学館高
校（長野県）→順天堂大学（4
年）　④順天堂大学　
⑤190cm　⑥88kg

選手
小澤  翔
（おざわ  しょう）　男
①平成元年5月5日（22歳）
②静岡県　③南伊豆町立南伊
豆東中学校（静岡県）→私立東
亜学園高校（東京都）→東海大
学（4年）　④東海大学　
⑤178cm　⑥70kg

選手
高橋  賢
（たかはし  けん）　男
①昭和63年12月22日（22歳）
②東京都　③私立サレジオ中
学校（東京都）→私立東亜学園
高校（東京都）→中央大学　
④サントリービジネスエキス
パート㈱　⑤180cm　
⑥72kg

選手
近  裕崇
（こん  ひろたか）　男
①昭和63年3月9日（23歳）
②新潟県　③関川村立関谷中
学校（現  関川中学校・新潟県）
→県立村上高校（新潟県）→東
海大学　④豊田合成㈱　
⑤190cm　⑥84kg

選手
深津  旭弘
（ふかつ  あきひろ）　男
①昭和62年7月23日（24歳）
②愛知県　③豊田市立崇化館
中学校（愛知県）→私立星城高
校（愛知県）→東海大学　④日
本たばこ産業㈱　⑤183cm　
⑥73kg

選手
伊東  勇樹
（いとう  ゆうき）　男
①昭和62年6月23日（24歳）
②佐賀県　③佐賀市立川副中
学校（佐賀県）→県立佐賀工業
高校（佐賀県）→東亜大学　
④パナソニック㈱　⑤190cm
⑥89kg

トレーナー
金城  尚英
（かねしろ  よしひで）　男
①昭和58年4月12日（28歳）
②福岡県　③県立八幡南高校
（福岡県）→福岡リハビリテー
ション専門学校　

ドクター
橋本  吉登
（はしもと  よしと）　男
①昭和35年5月30日（51歳）
②東京都　③県立希望が丘高
校（神奈川県）→金沢大学　
④宗教法人寒川神社寒川病院
⑧スポーツドクター

総務
藤田  和広
（ふじた  かずひろ）　男
①昭和54年5月5日（32歳）
②広島県　③私立上宮高校
（大阪府）→筑波大学→筑波大
学大学院　④豊田合成㈱　
⑧バレーボール上級コーチ

コーチ
木村  正憲
（きむら  まさのり）　男
①昭和50年12月8日（35歳）
②大阪府　③私立洛南高校
（京都府）→中央大学　④パナ
ソニック㈱　⑧バレーボール
上級コーチ

監督
徳永  文利
（とくなが  ふみとし）　男
①昭和39年9月12日（46歳）
②広島県　③県立神辺旭高校
（広島県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④国際武道大学
⑧バレーボールコーチ

チームリーダー
都澤  凡夫
（みやこざわ  ただお）　男
①昭和23年1月23日（63歳）
②北海道　③留萌高校（北海
道）→東京教育大学　④筑波
大学　⑧バレーボールコーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 ― 6名 18名
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バ
レ
ー
ボ
ー
ル
【
男
子
】

Volleyball (Men)
バレーボール 【男子】

選手
星野  秀知
（ほしの  ひでとも）　男
①平成2年9月29日（20歳）
②東京都　③私立サレジオ中
学校（東京都）→私立東亜学園
高校（東京都）→東海大学（3
年）　④東海大学　⑤187cm
⑥82kg

選手
渡邉  奏吾
（わたなべ  そうご）　男
①平成2年7月21日（21歳）
②愛知県　③岡崎市立竜南中
学校（愛知県）→私立星城高校
（愛知県）→中央大学（3年）　
④中央大学　⑤196cm　
⑥80kg

選手
安永  拓弥
（やすなが  たくや）　男
①平成2年3月27日（21歳）
②千葉県　③市川市立第五中
学校（千葉県）→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　
⑤192cm　⑥91kg

選手
塩田  達也
（しおた  たつや）　男
①平成元年11月17日（21歳）
②京都府　③京都市立京都御
池中学校（京都府）→私立洛南
高校（京都府）→東海大学（4
年）　④東海大学　⑤192cm
⑥78kg

選手
梅野  聡
（うめの  さとし）　男
①平成元年11月7日（21歳）
②福岡県　③朝倉市立杷木中
学校（福岡県）→私立福岡大学
附属大濠高校（福岡県）→日本
体育大学（4年）　④日本体育
大学　⑤174cm　⑥76kg

選手
千々木  駿介
（ちぢき  しゅんすけ）　男
①平成元年9月6日（21歳）
②岡山県　③井原市立井原中
学校（岡山県）→私立金光学園
高校（岡山県）→中央大学（4
年）　④中央大学　⑤192cm
⑥82kg
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Volleyball (Women)
バレーボール 【女子】

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
【
女
子
】

選手
近江  あかり
（おうみ  あかり）　女
①平成元年11月10日（21歳）
②京都府　③私立藤森中学校
（京都府）→私立京都橘高校
（京都府）→東海大学（4年）　
④東海大学　⑤171cm　
⑥64kg

選手
山口  かなめ
（やまぐち  かなめ）　女
①平成元年11月6日（21歳）
②兵庫県　③川西市立川西南
中学校（兵庫県）→私立四天王
寺高校（大阪府）→東海大学（4
年）　④東海大学　⑤170cm
⑥73kg

選手
岸本  瞳
（きしもと  ひとみ）　女
①平成元年6月20日（22歳）
②愛媛県　③堺市立東百舌鳥
中学校（大阪府）→私立京都橘
高校（京都府）→日本体育大学
（4年）　④日本体育大学　
⑤172cm　⑥61kg

選手
南  桃加
（みなみ  ももか）　女
①平成元年1月21日（22歳）
②福岡県　③直方市立直方第
二中学校（福岡県）→公立直方
高校（福岡県）→福岡大学　
④日立オートモティブシステ
ムズ㈱　⑤174cm　⑥60kg

選手
渡邉  美穂
（わたなべ  みほ）　女
①平成元年1月8日（22歳）
②大阪府　③公立高槻市立第
二中学校（大阪府）→私立京都
橘高校（京都府）→筑波大学　
④日本電気㈱　⑤166cm　
⑥51kg

選手
岩永  麻里江
（いわなが  まりえ）　女
①昭和63年5月20日（23歳）
②長崎県　③諫早市立諫早中
学校（長崎県）→私立九州文化
学園高校（長崎県）→筑波大学
④㈱PFU　⑤162cm　
⑥52kg

選手
千葉  智枝美
（ちば  ちえみ）　女
①昭和62年9月24日（23歳）
②東京都　③私立共栄学園中
学校（東京都）→私立共栄学園
高校（東京都）→青山学院大学
④日本たばこ産業㈱　
⑤169cm　⑥61kg

選手
皆本  明日香
（みなもと  あすか）　女
①昭和63年2月17日（23歳）
②徳島県　③県立三好町立三
好中学校（徳島県）→県立城南
高校（徳島県）→筑波大学　
④上尾中央医科グループ協議
会　⑤175cm　⑥67kg

トレーナー
板倉  尚子
（いたくら  ひさこ）　女
①昭和38年5月27日（48歳）
②東京都　③県立所沢高校
（埼玉県）→社会医学技術学院
→筑波大学大学院　④日本女
子体育大学　⑧アスレティッ
クトレーナー

技術スタッフ
俵  尚申
（たわら  ひさのぶ）　男
①昭和42年10月2日（43歳）
②福岡県　③私立博多高校
（福岡県）→福岡大学→順天堂
大学大学院　④愛媛女子短期
大学　⑧バレーボール指導員

コーチ
藤井  壮浩
（ふじい  まさひろ）　男
①昭和48年3月6日（38歳）
②宮城県　③私立東北高校
（宮城県）→東海大学　④東海
大学　⑧バレーボールコーチ

監督
中西  康己
（なかにし  やすみ）　男
①昭和42年6月5日（44歳）
②広島県　③県立神辺旭高校
（広島県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④筑波大学　⑧バ
レーボール上級コーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

― 12名 4名 16名
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Volleyball (Women)
バレーボール 【女子】

選手
寺井  有美
（てらい  ゆみ）　女
①平成4年3月31日（19歳）
②三重県　③鈴鹿市立白子中
学校（三重県）→県立津商業高
校（三重県）→嘉悦大学（2年）
④嘉悦大学　⑤180cm　
⑥70kg

選手
奥村  麻依
（おくむら  まい）　女
①平成2年10月31日（20歳）
②山口県　③私立向津具中学
校（山口県）→私立誠英高校
（山口県）→嘉悦大学（3年）　
④嘉悦大学　⑤177cm　
⑥68kg

選手
中村  亜友美
（なかむら  あゆみ）　女
①平成2年8月29日（20歳）
②福岡県　③防府市立佐波中
学校（山口県）→私立誠英高校
（山口県）→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学　
⑤177cm　⑥71kg

選手
吉村  志穂
（よしむら  しほ）　女
①平成元年12月13日（21歳）
②神奈川県　③公立伊勢原市
立伊勢原中学校（神奈川県）→
公立川崎市立橘高校（神奈川
県）→東海大学（4年）　④東海
大学　⑤168cm　⑥68kg
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Beach-Volleyball
ビーチバレー

ビ
ー
チ
バ
レ
ー

選手
石田  アンジェラ
（いしだ  あんじぇら）　女
①平成3年12月31日（19歳）
②東京都　③目黒区立第十中
学校（東京都）→豊島区立千早
高校（東京都）→産業能率大学
（2年）　④産業能率大学　
⑤185cm　⑥70kg

選手
永田  唯
（ながた  ゆい）　女
①昭和63年12月10日（22歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立甲
南中学校（鹿児島県）→県立鹿
児島南高校（鹿児島県）→鹿屋
体育大学（4年）　④鹿屋体育
大学　⑤172cm　⑥60kg

選手
佐藤  洸祐
（さとう  こうすけ）　男
①平成2年12月19日（20歳）
②東京都　③私立安田学園中
学校（東京都）→私立東洋高校
（東京都）→了德寺大学（3年）
④了德寺大学　⑤182cm　
⑥82kg

選手
村上  斉
（むらかみ  ひとし）　男
①平成元年4月5日（22歳）
②滋賀県　③大津市立皇子山
中学校（滋賀県）→京都市立洛
陽工業高校（京都府）→放送大
学（4年）　④放送大学　
⑤188cm　⑥82kg

監督
平野  将弘
（ひらの  まさひろ）　男
①昭和52年12月17日（33歳）
②東京都　③私立東洋高校
（東京都）→日本体育大学　
④了德寺大学　⑧バレーボー
ル上級コーチ

チームリーダー
横沢  民男
（よこざわ  たみお）　男
①昭和29年1月16日（57歳）
②山形県　③私立日本大学山
形高校（山形県）→国士舘大学
④国士舘大学　⑧バレーボー
ルコーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

2名 2名 2名 6名
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Gymnastics-Artistic
体操／体操競技

体
操
／
体
操
競
技

女子トレーナー
付  鴻飛
（ふ  ほんふぇい）　男
①昭和56年3月6日（30歳）
②中華人民共和国　③河南省
元村鎮一中（中国）→河南省南
楽県一中高校　④㈶日本体操
協会　⑤171cm　⑥65kg
⑦専任メディカルスタッフ
（トレーナー）

男子トレーナー
宮武  誠
（みやたけ  まこと）　男
①昭和47年6月9日（39歳）
②香川県　③私立大手前高校
→日本体育大学　④IGC鍼灸
接骨院　

男子総務
熊谷  慎太郎
（くまがい  しんたろう）　男
①昭和60年12月3日（25歳）
②岐阜県　③私立中京高校
（岐阜県）→中京大学→中京大
学大学院　④国立スポーツ科
学センター　⑧体操コーチ

男子技術スタッフ
村上  拓
（むらかみ  たく）　男
①昭和52年12月6日（33歳）
②奈良県　③私立栄東高校
（埼玉県）→明治大学→リヴァ
プール大学大学院　④国立ス
ポーツ科学センター

男子技術スタッフ
山田  哲
（やまだ  てつ）　男
①昭和45年6月23日（41歳）
②鳥取県　③都立大泉高校
（東京都）→鹿屋体育大学→筑
波大学大学院　④兵庫医療大
学　

女子コーチ
上村  美揮
（うえむら  みき）　女
①昭和61年3月6日（25歳）
②和歌山県　③私立藤村女子
高校（東京都）→立教女学院短
期大学　④国立スポーツ科学
センター

女子コーチ
國分  亮一
（こくぶ  りょういち）　男
①昭和37年3月22日（49歳）
②埼玉県　③県立松山高校
（埼玉県）→東京外国語大学　
④国立スポーツ科学センター

女子コーチ
KOZICH  ALINA
（コジッチ  アリーナ）　女
①昭和62年12月16日（23歳）
②ウクライナ　③共和国オリ
ンピック選手養成学校→ウク
ライナ国立体育大学　④㈶日
本体操協会　⑦専任コーチン
グディレクタージュニアアス
リート担当

女子コーチ
BUTSULA  SERGII
（バツラー  セルギー）　男
①昭和44年2月28日（42歳）
②ウクライナ　③共和国オリ
ンピック選手養成学校→ウク
ライナ国立体育大学　④公益
財団法人日本オリンピック委
員会　⑦アシスタントナショ
ナルコーチ

男子コーチ
冨田  洋之
（とみた  ひろゆき）　男
①昭和55年11月21日（30歳）
②大阪府　③私立洛南高校
（京都府）→順天堂大学→順天
堂大学大学院　④順天堂大学
⑦専任コーチングディレクタ
ートップアスリート担当

男子コーチ
佐野  友治
（さの  ともはる）　男
①昭和52年8月9日（34歳）
②新潟県　③県立新潟江南高
校（新潟県）→日本体育大学
④医療法人徳洲会　

男子監督
畠田  好章
（はたけだ  よしあき）　男
①昭和47年5月12日（39歳）
②徳島県　③鳴門高校（徳島
県）→日本体育大学→日本体
育大学大学院　④日本体育大
学女子短期大学部　

男子選手 女子選手 役  員 合  計

5名 5名 12名 22名
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Gymnastics-Artistic
体操／体操競技

選手
椋本  啓子
（むくもと  けいこ）　女
①昭和60年10月28日（25歳）
②長崎県　③佐世保市立山澄
中学校（長崎県）→私立西海学
園高校（長崎県）→大阪体育大
学→大阪体育大学大学院　
④大阪体育大学　⑤158cm　
⑥46kg

選手
今西  裕万
（いまにし  ゆま）　女
①平成4年4月2日（19歳）
②大阪府　③貝塚市立第一中
学校（大阪府）　→私立羽衣学
園高校（大阪府）→羽衣国際大
学（1年）　④羽衣国際大学　
⑤152cm　⑥40kg

選手
美濃部  ゆう
（みのべ  ゆう）　女
①平成2年2月23日（21歳）
②東京都　③戸田市立新増中
学校（埼玉県）→私立藤村女子
高校（東京都）→日本女子大学
（4年）　④日本女子大学　
⑤147cm　⑥37kg

選手
山岸  舞
（やまぎし  まい）　女
①平成4年5月5日（19歳）
②千葉県　③戸田市立新曽中
学校（埼玉県）→学校法人鹿島
学園高校（茨城県）→羽衣国際
大学（1年）　④羽衣国際大学
⑤142cm　⑥34kg

選手
大島  杏子
（おおしま  きょうこ）　女
①昭和61年8月5日（25歳）
②東京都　③私立藤村女子中
学校（東京都）→私立藤村女子
高校（東京都）→明星大学（4
年）　④明星大学　⑤150cm
⑥40kg

選手
北條  陽大
（ほうじょう  ようだい）　男
①平成元年5月15日（22歳）
②栃木県　③鹿沼市立北押原
中学校（栃木県）→私立埼玉栄
高校（埼玉県）→順天堂大学（4
年）　④順天堂大学　
⑤160cm　⑥56kg

選手
石川  大貴
（いしかわ  ひろき）　男
①平成4年11月22日（18歳）
②福井県　③県立中央中学校
（福井県）→県立鯖江高校（福
井県）→順天堂大学（1年）　
④順天堂大学　⑤166cm　
⑥56kg

選手
山本  雅賢
（やまもと  まさよし）　男
①平成2年1月10日（21歳）
②大阪府　③寝屋川市立第七
中学校（大阪府）→私立太成学
院大学高校（大阪府）→日本体
育大学（4年）　④日本体育大
学　⑤171cm　⑥61kg

選手
山本  翔一
（やまもと  しょういち）　男
①昭和62年7月31日（24歳）
②大分県　③大分市立王子中
学校（大分県）→県立大分西高
校（大分県）→日本大学　④岐
阜県体育協会　⑤160cm　⑥
55kg

選手
瀬島  龍三
（せじま  りゅうぞう）　男
①平成3年8月30日（19歳）
②大阪府　③京都市立七条中
学校（京都府）→私立洛南高校
（京都府）→日本体育大学（2
年）　④日本体育大学　
⑤160cm　⑥56kg
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Gymnastics-Rhythmic
体操／新体操

体
操
／
新
体
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選手
栗本  結里加
（くりもと  ゆりか）　女
①平成3年11月19日（19歳）
②東京都　③江戸川区立葛西
第二中学校（東京都）→私立日
本女子体育大学附属二階堂高
校（東京都）→日本女子体育大
学（2年）　④日本女子体育大
学　⑤161cm　⑥49kg

選手
笠原  基衣
（かさはら  もとい）　女
①平成3年5月15日（20歳）
②長野県　③駒ヶ根市立赤穂
中学校（長野県）→私立高松学
園伊那西高校（長野県）→日本
女子体育大学（2年）　④日本
女子体育大学　⑤157cm　
⑥49kg

選手
岡本  果穂
（おかもと  かほ）　女
①平成元年9月11日（21歳）
②愛知県　③岡崎市立城北中
学校（愛知県）→県立岡崎西高
校（愛知県）→日本女子体育大
学（4年）　④日本女子体育大
学　⑤162cm　⑥47kg

選手
﨑濱  かすみ
（さきはま  かすみ）　女
①平成2年2月10日（21歳）
②長野県　③松本市立鎌田中
学校（長野県）→私立松本松南
高校（長野県）→日本女子体育
大学（4年）　④日本女子体育
大学　⑤161cm　⑥49kg

選手
稲垣  早織
（いながき  さおり）　女
①平成2年2月19日（21歳）
②千葉県　③千葉市立磯辺第
一中学校（千葉県）→県立千葉
大宮高校（千葉県）→日本女子
体育大学（4年）　④日本女子
体育大学　⑤163cm　
⑥46kg

選手
明石  悠理恵
（あかし  ゆりえ）　女
①平成元年10月26日（21歳）
②千葉県　③松戸市立根木内
中学校（千葉県）→私立聖徳大
学付属聖徳高校（茨城県）→日
本女子体育大学（4年）　④日
本女子体育大学　⑤162cm　
⑥50kg

選手
穴久保  璃子
（あなくぼ  りこ）　女
①平成3年1月28日（20歳）
②北海道　③千葉市立泉谷中
学校（千葉県）→千葉大宮高校
（千葉県）→流通経済大学（3
年）　④流通経済大学　
⑤171cm　⑥51.5kg

選手
山口  留奈
（やまぐち  るな）　女
①平成4年9月2日（18歳）
②愛媛県　③千葉市立高洲第
一中学校（千葉県）→千葉大宮
高校（千葉県）→流通経済大学
（1年）　④流通経済大学　
⑤163cm　⑥44kg

トレーナー
東  直幸
（ひがし  なおゆき）　男
①昭和51年11月12日（34歳）
②愛知県　③県立安城南高校
（愛知県）→金沢工業大学　④
NPO法人日本プロトレーナー
協会　

コーチ
木皿  久美子
（きさら  くみこ）　女
①昭和57年1月11日（29歳）
②宮城県　③私立尚絅女学院
高校（宮城県）→日本女子体育
大学→日本女子体育大学大学
院　④日本女子体育大学　
⑧体操コーチ

監督
岡  久留実
（おか  くるみ）　女
①昭和37年2月5日（49歳）
②山梨県　③県立山梨高校
（山梨県）→日本女子体育大学
④イオン新体操クラブ　⑧体
操上級コーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

― 8名 3名 11名
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Gymnastics-Aerobics
体操／エアロビック

体
操
／
エ
ア
ロ
ビ
ッ
ク

選手
平賀  夢芽子
（ひらが  ゆめこ）　女
①平成元年2月9日（22歳）
②岡山県　③岡山市立御南中
学校（岡山県）→県立岡山南高
校（岡山県）→大阪国際大学　
④㈲スタイルバイク　
⑤160cm　⑥53kg

選手
酒井  まゆ
（さかい  まゆ）　女
①平成4年8月25日（18歳）
②岡山県　③岡山市立御南中
学校（岡山県）→県立玉野光南
高校（岡山県）→環太平洋大学
（1年）　④環太平洋大学　
⑤160cm　⑥52kg

選手
蜂谷  有加
（はちや  ゆか）　女
①平成3年8月28日（19歳）
②岡山県　③岡山市立福田中
学校（岡山県）→県立玉野光南
高校（岡山県）→大阪体育大学
（2年）　④大阪体育大学　
⑤162cm　⑥53kg

選手
上田  真穂
（うえだ  まほ）　女
①平成3年11月26日（19歳）
②東京都　③私立小野学園女
子中学校（東京都）→私立小野
学園女子高校（東京都）→日本
体育大学（2年）　④日本体育
大学　⑤157cm　⑥54kg

選手
武内  麻美
（たけうち  あさみ）　女
①昭和58年7月11日（28歳）
②佐賀県　③基山町立基山中
学校（佐賀県）→県立鳥栖商業
高校（佐賀県）→玉川大学→東
京学芸大学大学院　④玉川大
学　⑤150cm　⑥41.5kg

選手
諏訪部  和也
（すわべ  かずや）　男
①昭和62年8月8日（24歳）
②長野県　③長野市立長野東
部中学校（長野県）→県立長野
吉田高校（長野県）→筑波大学
→筑波大学大学院（2年）　
④筑波大学大学院　⑤174cm
⑥68kg

コーチ
大原  光紀子
（おおはら  みきこ）　女
①昭和37年7月16日（49歳）
②岡山県　③県立西大寺高校
（岡山県）→岡山県立短期大学
④㈱岡山スポーツ会館　⑧エ
アロビック上級コーチ

監督
山岸  弘宜
（やまぎし  ひろよし）　男
①昭和32年2月2日（54歳）
②東京都　③私立日本大学附
属第二高校（東京都）→日本大
学　④㈳日本エアロビック連
盟　

男子選手 女子選手 役  員 合  計

1名 5名 2名 8名
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Basketball (Men)
バスケットボール 【男子】

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
男
子
】

選手
栗原  貴宏
（くりはら  たかひろ）　男
①昭和62年11月6日（23歳）
②東京都　③郡山市立郡山第
六中学校（福島県）→日本大学
東北高校（福島県）→日本大学
④㈱東芝　⑤192cm　
⑥85kg

選手
小野  龍猛
（おの  りゅうも）　男
①昭和63年1月6日（23歳）
②東京都　③私立立教新座中
学校（埼玉県）→私立國學院久
我山高校（東京都）→中央大学
④トヨタ自動車㈱　⑤197cm
⑥100kg

選手
久保田  遼
（くぼた　りょう）　男
①平成元年12月11日（21歳）
②大分県　③別府市立北部中
学校（大分県）→私立福岡大学
附属大濠高校（福岡県）→早稲
田大学（4年）　④早稲田大学     
⑤195cm　⑥85kg

選手
小林  大祐
（こばやし  だいすけ）　男
①昭和62年6月24日（24歳）
②福岡県　③福岡市立長丘中
学校（福岡県）→私立福岡大学
附属大濠高校（福岡県）→慶應
義塾大学　④㈱日立製作所　
⑤188cm　⑥89kg

選手
古川  孝敏
（ふるかわ  たかとし）　男
①昭和62年10月20日（23歳）
②東京都　③神戸市立長峰中
学校（兵庫県）→神戸市立御影
工業高校（兵庫県）→東海大学
④アイシン精機㈱　⑤190cm
⑥91kg

選手
渡邉  裕規
（わたなべ  ひろのり）　男
①昭和63年3月22日（23歳）
②神奈川県　③西中原中学校
（神奈川県）→私立世田谷学園
高校（東京都）→青山学院大学
④パナソニック㈱　⑤180cm
⑥78kg

トレーナー
吉本  完明
（よしもと  さだあき）　男
①昭和38年3月2日（48歳）
②神奈川県　③私立城西大学
附属城西高校（東京都）→青山
学院大学　④青山学院大学　
⑧アスレティックトレーナー

ドクター
尾崎  大也
（おざき  だいや）　男
①昭和45年9月18日（40歳）
②和歌山県　③私立巣鴨高校
（東京都）→日本医科大学　
④日本医科大学附属病院　
⑧スポーツドクター

マネージャー
宮﨑  智之
（みやざき  ともゆき）　男
①昭和59年8月31日（26歳）
②千葉県　③県立幕張総合高
校（千葉県）→青山学院大学
④江戸川大学　

総務
貝塚  宗義
（かいづか  むねよし）　男
①昭和55年10月15日（30歳）
②東京都　③私立八王子高校
（東京都）→東海大学→早稲田
大学大学院　④㈶バスケット
ボール協会　

コーチ
古田  悟
（ふるた  さとる）　男
①昭和46年8月3日（39歳）
②愛知県　③愛知工業大学名
電高校（愛知県）→日本体育大
学　④日本バスケットボール
協会　

監督
陸川  章
（りくかわ  あきら）　男
①昭和37年3月11日（49歳）
②新潟県　③県立新井高校
（新潟県）→日本体育大学　
④東海大学　⑧バスケットボ
ール上級コーチ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

12名 ― 6名 18名
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バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
男
子
】

Basketball (Men)
バスケットボール 【男子】

選手
田中  大貴
（たなか  だいき）　男
①平成3年9月3日（19歳）
②長崎県　③雲仙市立小浜中
学校（長崎県）→県立長崎西高
校（長崎県）→東海大学（2年）
④東海大学　⑤191cm　
⑥88kg

選手
張本  天傑
（はりもと  てんけつ）　男
①平成4年1月8日（19歳）
②愛知県　③みよし市立北中
学校（愛知県）→私立中部大学
第一高校（愛知県）→青山学院
大学（2年）　④青山学院大学
⑤196cm　⑥93kg

選手
永吉  佑也
（ながよし  ゆうや）　男
①平成3年7月14日（20歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立緑
丘中学校（鹿児島県）→私立延
岡学園高校（宮崎県）→青山学
院大学（2年）　④青山学院大
学　⑤198cm　⑥110kg

選手
比江島  慎
（ひえじま  まこと）　男
①平成2年8月11日（21歳）
②福岡県　③福岡市立百道中
学校（福岡県）→私立洛南高校
（京都府）→青山学院大学（3
年）　④青山学院大学　
⑤188cm　⑥82kg

選手
金丸  晃輔
（かなまる  こうすけ）　男
①平成元年3月8日（22歳）
②福岡県　③那珂川南中学校
（福岡県）→私立福岡大学附属
大濠高校（福岡県）→明治大学
④パナソニック㈱　⑤192cm
⑥80kg

選手
篠山  竜青
（しのやま  りゅうせい）　男
①昭和63年7月20日（23歳）
②神奈川県　③横浜市立旭中
学校（神奈川県）→私立北陸高
校（福井県）→日本大学　
④㈱東芝　⑤178cm　
⑥75kg
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Basketball (Women)
バスケットボール 【女子】

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
【
女
子
】

選手
藤岡  恵美衣
（ふじおか  えみい）　女
①平成元年11月27日（21歳）
②石川県　③千葉市立大椎中
学校（千葉県）→県立幕張総合
高校（千葉県）→専修大学（4
年）　④専修大学　⑤178cm
⑥65kg

選手
天野  佳代子
（あまの  かよこ）　女
①平成元年7月19日（22歳）
②福岡県　③東京成徳大学中
学校（東京都）→東京成徳大学
高校（東京都）→筑波大学（4
年）　④筑波大学　⑤180cm
⑥65kg

選手
阿部  愛美
（あべ  あいみ）　女
①平成元年7月5日（22歳）
②山形県　③上山市立北中学
校（山形県）→山形市立商業高
校（山形県）→山形大学（4年）
④山形大学　⑤171cm　
⑥60kg

選手
池内  侑里
（いけうち  ゆり）　女
①平成元年6月22日（22歳）
②長野県　③上田市立第四中
学校（長野県）→県立小諸高校
（長野県）→拓殖大学（4年）　
④拓殖大学　⑤180cm　
⑥67kg

選手
松澤  希美
（まつざわ  のぞみ）　女
①平成元年6月20日（22歳）
②長野県　③長野市立豊野中
学校（長野県）→佐久長聖高校
（長野県）→武庫川女子大学（4
年）　④武庫川女子大学　
⑤178cm　⑥78kg

選手
栗原  三佳
（くりはら  みか）　女
①平成元年5月14日（22歳）
②大阪府　③枚方市立東香里
中学校（大阪府）→大阪薫英女
学院高校（大阪府）→大阪人間
科学大学（4年）　④大阪人間
科学大学　⑤176cm　
⑥64kg

総務
原  麻土香
（はら  まどか）　女
①平成2年2月9日（21歳）
②茨城県　③土浦日本大学高
校（茨城県）→玉川大学（4年）
④玉川大学　

トレーナー
大島  久美子
（おおしま  くみこ）　女
①昭和57年6月30日（29歳）
②福岡県　③県立宗像高校
（福岡県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④筑波大学　⑧ア
スレティックトレーナー

技術スタッフ
川上  あゆみ
（かわかみ  あゆみ）　女
①昭和56年11月16日（29歳）
②大阪府　③大阪市立桜宮高
校（大阪府）→武庫川女子大学
④アイシン・エイ・ダブリュ
ウィングス　⑧バスケットボ
ールコーチ

コーチ
野寺  和彦
（のでら  かずひこ）　男
①昭和32年2月3日（54歳）
②東京都　③県立習志野高校
（千葉県）→玉川大学　
④玉川大学　⑧バスケットボ
ールコーチ

監督
佐藤  智信
（さとう  としのぶ）　男
①昭和42年1月4日（44歳）
②福岡県　③県立宗像高校
（福岡県）→福岡教育大学　
④白鷗大学　⑧バスケットボ
ール上級コーチ

チームリーダー
大神  訓章
（おおが  くにあき）　男
①昭和24年6月23日（62歳）
②徳島県　③徳島市立高校
（徳島県）→筑波大学　④山形
大学　

男子選手 女子選手 役  員 合  計

― 12名 6名 18名
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【
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】

Basketball (Women)
バスケットボール 【女子】

選手
橋詰  まり
（はしづめ  まり）　女
①平成4年3月7日（19歳）
②高知県　③高知大学附属中
学校（高知県）→中村学園女子
高校（福岡県）→拓殖大学（2
年）　④拓殖大学　⑤182cm
⑥83kg

選手
篠崎  澪
（しのざき  みお）　女
①平成3年9月12日（19歳）
②神奈川県　③横浜市立旭中
学校（神奈川県）→県立金沢総
合高校（神奈川県）→松陰大学
（2年）　④松陰大学　
⑤166cm　⑥60kg

選手
伊集  南
（いじゅ  みなみ）　女
①平成2年10月3日（20歳）
②沖縄県　③八重瀬町立具志
頭中学校（沖縄県）→県立糸満
高校（沖縄県）→筑波大学（3
年）　④筑波大学　⑤168cm
⑥56kg

選手
宮崎  優子
（みやざき  ゆうこ）　女
①平成2年5月29日（21歳）
②栃木県　③東京成徳大学中
学校（東京都）→東京成徳大学
高校（東京都）→白鴎大学（3
年）　④白鴎大学　⑤162cm
⑥53kg

選手
園田  奈緒
（そのだ  なお）　女
①平成元年12月22日（21歳）
②三重県　③四日市市立内部
中学校（三重県）→県立四日市
商業高校（三重県）→愛知学泉
大学（4年）　④愛知学泉大学
⑤178cm　⑥69kg

選手
佐藤  梓
（さとう  あずさ）　女
①平成元年12月4日（21歳）
②山梨県　③下吉田中学校
（山梨県）→富士学苑高校（山
梨県）→拓殖大学（4年）　④拓
殖大学　⑤167cm　⑥59kg
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Sailing
セーリング

セ
ー
リ
ン
グ

監督
中村  健一
（なかむら  けんいち）　男
①昭和44年10月5日（41歳）
②山口県　③私立聖光高校
（山口県）　④ストラテジスト
ジャパン　⑦専任コーチング
ディレクタージュニアアスリ
ート担当　⑧セーリング指導
員

コーチ
榮樂  洋光
（えいらく  ひろみつ）　男
①昭和54年12月25日（31歳）
②熊本県　③県立唐津西高校
（佐賀県）→法政大学→鹿屋体
育大学大学院　④鹿屋体育大
学　⑧セーリングコーチ

コーチ
杉本  武
（すぎもと  たけし）　男
①昭和39年9月18日（46歳）
②大阪府　③私立上宮高校
（大阪府）→琉球大学→鹿屋体
育大学大学院　④㈱シーダー
ブック　⑧セーリング上級コ
ーチ

総務
栗田  直美
（くりた  なおみ）　女
①昭和55年12月9日（30歳）
②福岡県　③私立近畿大学付
属福岡高校（福岡県）→第一経
済大学（4年）　④日本経済大
学　⑧スポーツドクター

トレーナー
水野  元晴
（みずの  もとはる）　男
①昭和48年7月31日（38歳）
②神奈川県　③私立八千代松
陰高校（千葉県）→東京衛生学
園　④シー・ポート

トレーナー
佐藤  結香
（さとう  ゆか）　女
①昭和58年4月8日（28歳）
②東京都　③私立千葉敬愛高
校（千葉県）　④木村整形外科
⑧アスレティックトレーナー

選手
土居  一斗
（どい  かずと）　男
①平成4年3月17日（19歳）
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（2
年）　④日本経済大学 
⑤174cm　⑥66kg

選手
磯崎  哲也
（いそざき  てつや）　男
①平成4年4月4日（19歳）
②千葉県　③つくば市立手代
木中学校（茨城県）→私立福岡
第一高校（福岡県）→日本経済
大学（1年）　④日本経済大学
⑤176cm　⑥65kg

選手
外薗  潤平
（ほかぞの  じゅんぺい）　男
①平成3年3月20日（20歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立吉
野中学校（鹿児島県）→鹿児島
市立鹿児島商業高校（鹿児島
県）→日本経済大学（3年）　
④日本経済大学
⑤173cm　⑥69kg

選手
長尾  昂
（ながお  たかし）　男
①平成2年7月18日（21歳）
②福岡県　③福岡市立西福岡
中学校（福岡県）→私立中村学
園三陽高校（福岡県）→関西大
学（3年）　④関西大学　
⑤165cm　⑥55kg

選手
山本  健太郎
（やまもと  けんたろう）　男
①平成2年7月20日（21歳）
②大阪府　③田尻町立中学校
（大阪府）→私立浪速高校（大
阪府）→関西大学（3年）　④関
西大学　⑤173cm　⑥68kg

選手
葛城  拓未
（かつらぎ  たくみ）　男
①平成2年9月7日（20歳）
②大阪府　③私立啓光学園中
学校（大阪府）→私立常翔啓光
学園（大阪府）→関西大学（3
年）　④関西大学　⑤165cm
⑥70kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

11名 7名 6名 24名
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Sailing
セーリング

選手
金子  岳司
（かねこ  たけし）　男
①昭和63年2月15日（23歳）
②新潟県　③燕市立燕中学校
意（新潟県）→県立新潟工業高
校（新潟県）→関東学院大学（4
年）　④大垣共立銀行
⑤176cm　⑥68kg

選手
原  拓郎
（はら  たくろう）　男
①昭和63年9月6日（22歳）
②東京都　③私立國學院大學
久我山中学校（東京都）→私立
國學院大學久我山高校（東京
都）→早稲田大学（4年）
④早稲田大学　⑤179cm
⑥68kg

選手
尾川  潤
（おがわ  じゅん）　男
①昭和62年6月23日（24歳）
②大阪府　③豊中市立第十一
中学校（大阪府）→府立豊中高
校（大阪府）→早稲田大学
④㈱島精機製作所　
⑤167cm　⑥58kg

選手
安田  真之助
（やすだ  しんのすけ）　男
①昭和61年12月11日（24歳）
②京都府　③京都市立洛南中
学校（京都府）→京都市立洛南
高校（京都府）→鹿屋体育大学
⑤179cm　⑥82kg

選手
鈴木  祥郎
（すずき  よしお）　男
①平成2年7月9日（21歳）
②神奈川県　③茅ケ崎市立松
浪中学校（神奈川県）→私立平
塚学園高校（神奈川県）→東海
大学（3年）　④東海大学
⑤173cm　⑥73kg

選手
徳重  エリカ
（とくしげ  えりか）　女
①平成元年4月13日（22歳）
②石川県　③鹿児島市立武中
学校（鹿児島県）→県立錦江湾
高校（鹿児島県）→日本経済大
学（4年）　④日本経済大学
⑤163cm　⑥53kg

選手
沖  朱理
（おき  あかり）　女
①平成3年11月20日（19歳）
②大阪府　③豊中市立第十一 
四中学校（大阪府）→府立池田
高校（大阪府）→関西大学（2
年）　④関西大学　⑤153cm
⑥49kg

選手
原田  小夜子
（はらだ  さよこ）　女
①昭和63年1月8日（23歳）
②長崎県　③長崎市立橘中学
校（長崎県）→県立長崎工業高
校（長崎県）→鹿屋体育大学
④国立大学法人鹿屋体育大学
⑤163cm　⑥62kg

選手
高橋  香
（たかはし  かおり）　女
①昭和62年5月22日（24歳）
②福島県　③いわき市立湯本
第三中学校（福島県）→県立磐
城桜が丘高校（福島県）→鹿屋
体育大学　⑤165cm　
⑥68kg

選手
小島  真理子
（こじま  まりこ）　女
①平成元年9月13日（21歳）
②大阪府　③枚方市立楠葉中
学校（大阪府）→私立近畿大学
附属高校（大阪府）→立命館大
学（4年）　④立命館大学
⑤164cm　⑥60kg

選手
小嶺  恵美
（こみね  めぐみ）　女
①昭和62年7月28日（24歳）
②千葉県　③横浜市立大道中
学校（神奈川県）→県立永谷高
校（神奈川県）→関東学院大学
④大垣共立銀行　⑤156cm
⑥45kg

選手
伊勢田  愛
（いせだ  めぐみ）　女
①昭和62年6月30日（24歳）
②大阪府　③私立履正社学園
豊中中学校（大阪府）→私立履
正社高校（大阪府）→同志社大
学　④ビワコマリンスポーツ
クラブ　⑤157cm　⑥51kg
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コーチ
横山  信仁
（よこやま  のぶひと）　男
①昭和23年10月18日（62歳）
②兵庫県　③県立明石高校
（兵庫県）→日本体育大学
④金沢学院大学　⑧ウエイト
リフティング上級コーチ

コーチ
稲垣  英二
（いながき  えいじ）　男
①昭和47年7月25日（39歳）
②埼玉県　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→日本大学
④警視庁　⑧ウエイトリフテ
ィングコーチ

コーチ
三宅  敏博
（みやけ  としひろ）　男
①昭和50年6月15日（36歳）
②埼玉県　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→日本大学　④自衛
隊体育学校　

選手
東門  勇将
（あがりじょう  ゆうすけ）　男
①平成元年9月16日（21歳）
②沖縄県　③豊見城市立伊良
波中学校（沖縄県）→県立那覇
高校（沖縄県）→法政大学（4
年）　④法政大学　⑤152cm
⑥58kg

選手
髙尾  宏明
（たかお  ひろあき）　男
①平成4年1月2日（19歳）
②宮崎県　③日向市立東郷中
学校（宮崎県）→県立富島高校
（宮崎県）→九州国際大学（2
年）　④九州国際大学
⑤155cm　⑥58kg

選手
糸数  陽一
（いとかず  よういち）　男
①平成3年5月24日（20歳）
②沖縄県　③南城市立久高中
学校（沖縄県）→県立豊見城高
校（沖縄県）→日本大学（2年）
④日本大学　⑤157cm
⑥59kg

選手
白草  竜太
（しらくさ  りゅうた）　男
①平成2年3月22日（21歳）
②大阪府　③羽曳野市立河原
城中学校（大阪府）→私立大阪
産業大学付属高校（大阪府）→
関西大学（4年）　④関西大学
⑤168cm　⑥76kg

選手
白石  宏明
（しらいし  ひろあき）　男
①平成元年10月24日（21歳）
②福岡県　③町立岡垣中学校
（福岡県）→私立九州国際大学
付属高校（福岡県）→九州国際
大学（4年）　④九州国際大学
⑤178cm　⑥101kg

選手
水落  穂南
（みずおち  ほなみ）　女
①平成5年2月5日（18歳）
②埼玉県　③北本市立北本西
中学校（埼玉県）→私立埼玉栄
高校（埼玉県）→平成国際大学
（1年）　④平成国際大学
⑤148cm　⑥48kg

選手
八木  かなえ
（やぎ  かなえ）　女
①平成4年7月16日（19歳）
②兵庫県　③神戸市立押部谷
中学校（兵庫県）→県立須磨友
が丘高校（兵庫県）→金沢学院
大学（1年）　④金沢学院大学
⑤152cm　⑥52kg

選手
具志堅  美沙希
（ぐしけん  みさき）　女
①平成2年2月8日（21歳）
②沖縄県　③南城市立玉城中
学校（沖縄県）→県立南部工業
高校（沖縄県）→金沢学院大学
（4年）　④金沢学院大学
⑤149cm　⑥55kg

選手
安藤  美希子
（あんどう  みきこ）　女
①平成4年9月30日（18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（1
年）　④平成国際大学
⑤155cm　⑥58kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

5名 6名 3名 14名
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選手
柿沼  沙苗
（かきぬま  さなえ）　女
①平成2年5月8日（21歳）
②埼玉県　③さいたま市立馬
宮中学校（埼玉県）→私立埼玉
栄高校（埼玉県）→平成国際大
学（3年）　④平成国際大学
⑤160cm　⑥68kg

選手
仲村  理奈
（なかむら  りな）　女
①平成2年12月25日（20歳）
②沖縄県　③那覇市立那覇中
学校（沖縄県）→県立豊見城高
校（沖縄県）→金沢学院大学（3
年）　④金沢学院大学　
⑤153cm　⑥76kg
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Cycling
自転車

自
転
車

監督
三宅  秀一郎
（みやけ  しゅういちろう）　男
①昭和34年8月31日（51歳）
②神奈川県　③県立厚木高校
（神奈川県）→東京大学　④㈱
ジェイエス興産　

ドクター
小林  裕幸
（こばやし  ひろゆき）　男
①昭和40年5月19日（46歳）
②北海道　③道立帯広柏葉高
校（北海道）→防衛医科大学　
④筑波大学附属病院水戸地域
医療教育センター　⑧スポー
ツドクター

技術スタッフ
森  昭雄
（もり  あきお）　男
①昭和36年2月6日（50歳）
②大阪府　③府立城東工業高
校（大阪府）　④モリサプライ

トレーナー
石田  宗男
（いしだ  むねお）　男
①昭和33年5月4日（53歳）
②愛知県　③県立旭稜高校
（愛知県）→中和鍼灸医療専門
学校　④㈶日本自転車競技連
盟

コーチ
吉井  功治
（よしい  こうじ）　男
①昭和45年9月24日（40歳）
②東京都　③都立駒場高校
（東京都）→明治大学　④㈶日
本自転車競技連盟　⑦専任コ
ーチングディレクタージュニ
アアスリート担当

総務
安田  彩香
（やすだ  あやか）　女
①昭和63年9月12日（22歳）
②兵庫県　③県立小野高 
校（兵庫県）→鹿屋体育大学　
④鹿屋体育大学　

選手
窪木  一茂
（くぼき  かずしげ）　男
①平成元年6月6日（22歳）
②福島県　③古殿町立古殿中
学校（福島県）→私立学校法人
石川高校（福島県）→日本大学
（4年）　④日本大学
⑤172cm　⑥68kg

選手
橋本  凌甫
（はしもと  りょうすけ）　男
①平成4年3月8日（19歳）
②埼玉県　③浦安市立富岡中
学校（千葉県）→私立日本大学
豊山高校（東京都）→日本大学
（2年）　④日本大学
⑤166cm　⑥72kg

選手
今井  一誠
（いまい  かずま）　男
①平成2年5月10日（21歳）
②東京都　③足立区立保木間
中学校（東京都）→私立昭和第
一学園高校（東京都）→早稲田
大学（3年）　④早稲田大学
⑤169cm　⑥72kg

選手
元砂  勇雪
（もとすな  ゆう）　男
①平成3年11月1日（19歳）
②大阪府　③松原市立松原中
学校（大阪府）→県立榛生昇陽
高校（奈良県）→鹿屋体育大学
（2年）　④鹿屋体育大学
⑤167cm　⑥63kg

選手
吉田  隼人
（よしだ  はやと）　男
①平成元年5月19日（22歳）
②奈良県　③桜井市立桜井中
学校（奈良県）→県立榛生昇陽
高校（奈良県）→鹿屋体育大学
（4年）　④鹿屋体育大学
⑤173cm　⑥63kg

選手
野口  正則
（のぐち  まさのり）　男
①平成2年8月28日（20歳）
②京都府　③私立奈良育英中
学校（奈良県）→県立榛生昇陽
高校（奈良県）→鹿屋体育大学
（3年）　④鹿屋体育大学
⑤160cm　⑥59kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

10名 7名 6名 23名
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選手
山本  元喜
（やまもと  げんき）　男
①平成3年11月19日（19歳）
②大阪府　③平群町立平群中
学校（奈良県）→県立奈良北高
校（奈良県）→鹿屋体育大学（2
年）　④鹿屋体育大学
⑤163cm　⑥70kg

選手
佐々木  龍
（ささき  りゅう）　男
①平成2年10月31日（20歳）
②神奈川県　③横浜市立荏田
南中学校（神奈川県）→私立横
浜高校（神奈川県）→早稲田大
学（3年）　④早稲田大学
⑤180cm　⑥76kg

選手
藤原  海渡
（ふじわら  かいと）　男
①平成元年7月18日（22歳）
②神奈川県　③川崎市立菅中
学校（神奈川県）→県立相模大
野高校（神奈川県）→北里大学
（4年）　④北里大学　
⑤170cm　⑥60kg

選手
野田  拓司
（のだ  たくじ）　男
①平成元年4月28日（22歳）
②佐賀県　③神埼市立神埼中
学校（佐賀県）→県立神埼高校
（佐賀県）→久留米大学（4年）
④久留米大学　⑤170cm
⑥58kg

選手
近藤  美子
（こんどう  よしこ）　女
①平成2年1月5日（21歳）
②愛知県　③祖父江町率祖父
江中学校（愛知県）→私立愛知
工業大学名電高校（愛知県）→
鹿屋体育大学（4年）　④鹿屋
体育大学　⑤163cm　
⑥62kg

選手
上野  みなみ
（うわの  みなみ）　女
①平成3年5月18日（20歳）
②青森県　③八戸市立小中野
中学校（青森県）→県立八戸工
業高校（青森県）→鹿屋体育大
学（2年）　④鹿屋体育大学
⑤164cm　⑥54kg

選手
田中  まい
（たなか  まい）　女
①平成元年12月25日（21歳）
②千葉県　③千葉市立越智中
学校（千葉県）→私立千葉経済
大学附属高校（千葉県）→日本
体育大学（3年）　④日本体育
大学　⑤161cm　⑥58kg

選手
明珍  裕子
（みょうちん  ゆうこ）　女
①平成元年6月6日（22歳）
②福島県　③白河市立第二中
学校（福島県）→私立鹿児島実
業高校（鹿児島県）→朝日大学
（4年）　④朝日大学　
⑤156cm　⑥48kg

選手
前田  佳代乃
（まえだ  かよの）　女
①平成3年1月13日（20歳）
②兵庫県　③西宮市立山口中
学校（兵庫県）→県立西宮高校 
（兵庫県）→鹿屋体育大学（3
年）　④鹿屋体育大学
⑤165cm　⑥63kg

選手
塚越  さくら
（つかごし  さくら）　女
①平成3年4月13日（20歳）
②埼玉県　③秩父市立秩父第
一中学校（埼玉県）→県立熊谷
女子高校（埼玉県）→鹿屋体育
大学（2年）　④鹿屋体育大学
⑤167cm　⑥57kg

選手
埜真  賢美
（のま  まさみ）　女
①平成2年5月17日（21歳）
②岡山県　③総社市立総社東
中学校（岡山県）→私立倉敷翠
松高校（岡山県）→くらしき作
陽大学（3年）　④くらしき作
陽大学　⑤160cm
⑥46kg
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Table Tennis
卓  球

卓  

球

チームリーダー
岡部  泰治
（おかべ  やすじ）　男
①昭和13年2月4日（73歳）
②大阪府　③私私立関西大倉
高校（大阪府）→立命館大学→
立命館大学大学院　④関西学
生卓球連盟　

男子監督
鈴木  一雄
（すずき  かずお）　男
①昭和22年9月1日（63歳）
②山形県　③県立米澤工業高
校（山形県）→中央大学
④日本体育大学　

女子監督
髙島  規郎
（たかしま  のりお）　男
①昭和26年7月17日（60歳）
②大阪府　③私立近畿大学附
属高校（大阪府）→近畿大学　
④近畿大学

女子総務
大仁田  展子
（おおにた  のぶこ）　女
①昭和56年5月9日（30歳）
②埼玉県　③私立文化学園附
属杉並高校（東京都）→大正大
学　④㈶日本卓球協会

選手
笠原  弘光
（かさはら  ひろみつ）　男
①平成元年6月27日（22歳）
②静岡県　③私立報徳学園中
学校（兵庫県）→私立東山高校
（京都府）→早稲田大学（4年）
④早稲田大学　⑤167cm
⑥58kg

選手
松平  賢二
（まつだいら  けんじ）　男
①平成元年4月6日（22歳）
②石川県　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）→青森大学（4
年）　④青森大学　⑤172cm
⑥71kg

選手
上田  仁
（うえだ  じん）　男
①平成3年12月10日（19歳）
②京都府　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）→青森大学（2
年）　④青森大学　⑤172cm
⑥62kg

選手
軽部  隆介
（かるべ  りゅうすけ）　男
①昭和63年6月14日（23歳）
②東京都　③私立仙台育英学
園秀光中学校（宮城県）→私立
仙台育英学園高校（宮城県）→
明治大学　④シチズン時計㈱
⑤170cm　⑥65kg

選手
御内  健太郎
（みうち  けんたろう）　男
①平成元年4月12日（22歳）
②大阪府　③八尾市立久宝寺
中学校（大阪府）→私立上宮高
校（大阪府）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学
⑤179cm　⑥56kg

選手
藤井  優子
（ふじい  ゆうこ）　女
①平成2年5月6日（21歳）
②奈良県　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）→近畿大
学　④日本生命保険相互会社
⑤163cm　⑥54kg

選手
石垣  優香
（いしがき  ゆか）　女
①平成元年7月22日（22歳）
②愛知県　③名古屋市立日比
野中学校（愛知県）→私立秀光
中等教育学校（宮城県）→淑徳
大学（4年）　④淑徳大学
⑤160cm　⑥55kg

選手
山梨  有理
（やまなし  ゆり）　女
①昭和62年8月28日（23歳）
②静岡県　③私立仙台育英学
園秀光中学校（宮城県）→私立
秀光中等教育学校（宮城県）→
淑徳大学　④㈱十六銀行　
⑤151cm　⑥43kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

5名 5名 4名 14名
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卓  

球

Table Tennis
卓  球

選手
小野  思保
（おの  しほ）　女
①昭和62年8月11日（24歳）
②埼玉県　③私立武蔵野中学
校（東京都）→私立白鵬女子高
校（神奈川県）→淑徳大学
④㈱サンリツ　⑤166cm
⑥59kg

選手
松澤  茉里奈
（まつざわ  まりな）　女
①平成4年3月24日（19歳）
②長野県　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）→淑徳大学（2
年）　④淑徳大学　⑤160cm
⑥55kg
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Fencing
フェンシング

フ
ェ
ン
シ
ン
グ

監督
敷根  裕一
（しきね  ゆういち）　男
①昭和40年11月25日（45歳）
②鹿児島県　③県立鹿児島南
高校（鹿児島県）→法政大学　
④NEXUS㈱　⑧フェンシング
指導員

コーチ
本間  孔一
（ほんま  こういち）　男
①昭和48年6月2日（38歳）
②熊本県　③私立熊本第一工
業高校（熊本県）→中央大学
④㈳日本フェンシング協会

コーチ
本間  邦彦
（ほんま  くにひこ）　男
①昭和52年10月16日（33歳）
②熊本県　③県立氷川高校 
（熊本県）→早稲田大学
④山口県立岩国工業高校　
⑧フェンシングコーチ

コーチ
橋本  寛
（はしもと  ひろし）　男
①昭和39年10月30日（46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　④NEXUS㈱

コーチ
長良  将司
（ながら  まさし）　男
①昭和52年7月13日（34歳）
②岐阜県　③県立羽島北高校
（岐阜県）→法政大学
④㈳日本フェンシング協会
⑧フェンシング上級コーチ

トレーナー
近藤  義昭
（こんどう  よしあき）　男
①昭和49年1月6日（37歳）
②東京都　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→日本体育大学
④治療室ワイズ　

選手
藤野  大樹
（ふじの  だいき）　男
①昭和62年5月28日（24歳）
②東京都　③大田区立田園調
布中学校（東京都）→私立東亜
学園高校（東京都）→法政大学
→国際武道大学大学院（1年）
④NEXUS㈱　⑤176cm
⑥79kg

選手
鬼澤  大真
（おにざわ  だいま）　男
①平成3年11月10日（19歳）
②茨城県　③水戸市立飯富中
学校（茨城県）→私立常磐大学
高校（茨城県）→早稲田大学（2
年）　④早稲田大学
⑤168cm　⑥63kg

選手
東  純平
（あずま  じゅんぺい）　男
①平成2年12月1日（20歳）
②和歌山県　③和歌山市立西
脇中学校（和歌山県）→県立和
歌山北高校（和歌山県）→法政
大学（3年）　④法政大学
⑤171cm　⑥68kg

選手
見延  和靖
（みのべ  かずやす）　男
①昭和62年7月15日（24歳）
②福井県　③越前市立南越中
学校（福井県）→県立武生商業
高校（福井県）→法政大学
④NEXUS㈱　⑤177cm
⑥72kg

選手
上原  康士朗
（うえはら  こうしろう）　男
①平成3年2月23日（20歳）
②大阪府　③ティゼンケート
カラートシュ中学校（ハンガ
リー）→ティゼンケートカラ
ートシュ高校（ハンガリー）→
専修大学（2年）　④専修大学
⑤170cm　⑥66kg

選手
平野  良樹
（ひらの  よしき）　男
①平成元年1月27日（22歳）
②新潟県　③聖籠町立聖籠中
学校（新潟県）→私立東京学館
新潟高校（新潟県）→法政大学
（4年）　④NEXUS㈱
⑤171cm　⑥66kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

9名 9名 6名 24名
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フ
ェ
ン
シ
ン
グ

Fencing
フェンシング

選手
徳南  堅太
（とくなん  けんた）　男
①昭和62年8月17日（23歳）
②福井県　③池田町立池田中
学校（福井県）→県立武生商業
高校（福井県）→日本体育大学
④NEXUS㈱　⑤183cm
⑥77kg

選手
宮山  亮
（みややま  りょう）　男
①昭和63年8月25日（22歳）
②千葉県　③八千代市立高津
中学校（千葉県）→私立日本大
学習志野高校（千葉県）→中央
大学　④NEXUS㈱
⑤174cm　⑥70kg

選手
新井  弘太
（あらい  こうた）　男
①平成2年1月6日（21歳）
②東京都　③荒川区立第九中
学校（東京都）→私立法政大学
第二高校（神奈川県）→法政大
学（3年）　④法政大学
⑤181cm　⑥70kg

選手
松本  伊世
（まつもと  いよ）　女
①昭和63年12月24日（22歳）
②和歌山県　③和歌山市立西
脇中学校（和歌山県）→県立和
歌山北高校（和歌山県）→日本
女子体育大学　④和歌山県立
和歌山東高校　⑤163cm
⑥49kg

選手
平石  典子
（ひらいし  のりこ）　女
①平成2年9月29日（20歳）
②愛媛県　③四国中央市立三
島東中学校（愛媛県）→県立三
島高校（愛媛県）→早稲田大学
（3年）　④早稲田大学
⑤155cm　⑥52kg

選手
相澤  さつき
（あいざわ  さつき）　女
①平成4年5月25日（18歳）
②茨城県　③土浦市立土浦第
三中学校（茨城県）→高崎商科
大学附属高校（群馬県）→日本
大学（1年）　④日本大学
⑤152cm　⑥50kg

選手
堀川  こず恵
（ほりかわ  こずえ）　女
①平成4年4月20日（19歳）
②長崎県　③諫早市立北諫早
中学校（長崎県）→県立諫早商
業高校（長崎県）→日本体育大
学（1年）　④日本体育大学
⑤178cm　⑥70kg

選手
大橋  里衣
（おおはし  りえ）　女
①平成3年1月17日（20歳）
②岐阜県　③海津市立城山中
学校（岐阜県）→県立大垣南高
校（岐阜県）→同志社大学（3
年）　④同志社大学
⑤163cm　⑥53kg

選手
下大川  綾華
（しもおおかわ  あやか）　女
①昭和63年4月28日（23歳）
②鹿児島県　③鹿児島市立和
田中学校（鹿児島県）→県立鹿
児島南高校（鹿児島県）→日本
体育大学　④テクマトリック
ス㈱　⑤161cm　⑥61kg

選手
青木  千佳
（あおき  ちか）　女
①平成2年2月21日（21歳）
②福井県　③南越前町立南条
中学校（福井県）→県立武生商
業高校（福井県）→日本大学（4
年）　④日本大学
⑤158cm　⑥54kg

選手
濱田  真帆
（はまだ  まほ）　女
①昭和63年2月26日（23歳）
②高知県　③高知市立城東中
学校（高知県）→高知市立高知
商業高校（高知県）→中京大学
④カシワバラコーポレーショ
ン　⑤161cm　⑥53kg

選手
荻根澤  千鶴
（おぎねざわ  ちづる）　女
①昭和61年12月22日（24歳）
②岩手県　③蓮田市立蓮田中
学校（埼玉県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→日本大学→日本
大学大学院　④NEXUS㈱
⑤167cm　⑥61kg
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Judo
柔  道

柔  
道

チームリーダー
斉藤  仁
（さいとう  ひとし）　男
①昭和36年1月2日（50歳）
②青森県　③私立国士舘高校
（東京都）→国士舘大学　④国
士舘大学　

男子監督
西田  孝宏
（にしだ  たかひろ）　男
①昭和32年4月14日（54歳）
②福岡県　③私立大牟田高校
（福岡県）→国士舘大学
④山梨学院大学　

男子コーチ
持田  達人
（もちだ  たつと）　男
①昭和40年4月3日（46歳）
②福岡県　③私立世田谷学園
高校（東京都）→日本大学
④警視庁　

男子コーチ
金丸  雄介
（かなまる  ゆうすけ）　男
①昭和54年9月14日（31歳）
②石川県　③県立津幡高校 
（石川県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④了徳寺大学　

男子トレーナー
佐藤  洋大
（さとう  ようた）　男
①昭和60年11月2日（25歳）
②青森県　③県立弘前工業高
校（青森県）→東京医療専門学
校　④㈱グローバルスポーツ
医学研究所　

女子監督
白瀬  英春
（しらせ  ひではる）　男
①昭和27年3月28日（59歳）
②秋田県　③県立秋田工業高
校（秋田県）→東海大学
④東海大学　

女子コーチ
出口  達也
（でぐち  たつや）　男
①昭和37年4月21日（49歳）
②富山県　③県立小杉高校
（富山県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④広島大学

女子コーチ
南條  充寿
（なんじょう  みつとし）　男
①昭和47年4月30日（39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柔
道コーチ

女子トレーナー
福田  健恵
（ふくだ  としえ）　女
①昭和58年4月10日（28歳）
②栃木県　③國學院栃木高校
（栃木県）→平成国際大学→東
京医療専門学校
④㈱グローバルスポーツ医学
研究所　

ドクター
木田  将量
（きだ  まさかず）　男
①昭和55年10月24日（30歳）
②東京都　③私立海城高校
（東京都）→日本大学
④河北総合病院　

選手
百瀬  優
（ももせ  まさる）　男
①平成元年10月17日（21歳）
②長野県　③塩尻市立丘中学
校（長野県）→私立国士舘高校
（東京都）→国士舘大学（4年）
④国士舘大学　⑤185cm
⑥120kg

選手
王子谷  剛志
（おうじたに  たけし）　男
①平成4年6月9日（19歳）
②大阪府　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（1年）
④東海大学　⑤186cm
⑥123kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

8名 8名 10名 26名
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柔  

道

Judo
柔  道

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（20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（2年）　④東海大
学　⑤185cm　⑥100kg

選手
穴井  亮平
（あない  りょうへい）　男
①昭和63年1月20日（23歳）
②熊本県　③小国町立小国中
学校（熊本県）→私立東海大学
付属第二高校（熊本県）→東海
大学→東海大学大学院（2年）
④了徳寺学園　⑤177cm　
⑥92kg

選手
川上  智弘
（かわかみ  ともひろ）　男
①平成2年1月31日（21歳）
②東京都　③私立足立学園中
学校（東京都）→私立足立学園
高校（東京都）→國學院大学（4
年）　④國學院大學
⑤178cm　⑥81kg

選手／主将
粟野  靖浩
（あわの  やすひろ）　男
①昭和63年9月27日（22歳）
②茨城県　③下妻市立東部中
学校（茨城県）→私立桐蔭学園
高校（神奈川県）→筑波大学
④了徳寺学園　⑤168cm　
⑥73kg

選手
吉田  惟人
（よしだ  ゆいと）　男
①平成2年1月31日（21歳）
②岩手県　③矢巾町立矢巾中
学校（岩手県）→私立東海大学
付属第四高校（北海道）→東海
大学（4年）　④東海大学
⑤163cm　⑥66kg

選手
志々目  徹
（ししめ  とおる）　男
①平成4年3月8日（19歳）
②宮崎県　③都城市立庄内中
学校（宮崎県）→私立宮崎日本
大学高校（宮崎県）→日本体育
大学（2年）　④日本体育大学
⑤161cm　⑥60kg

選手
石川  慈
（いしかわ  めぐみ）　女
①昭和63年11月26日（22歳）
②愛知県　③半田市立亀崎中
学校（愛知県）→私立桜丘高校
（愛知県）→帝京大学　④コマ
ツ　⑤168cm　⑥57kg

選手
田中  美衣
（たなか  みき）　女
①昭和62年10月20日（23歳）
②滋賀県　③長浜市立長浜西
中学校（滋賀県）→私立京都成
安高校（京都府）→仙台大学→
筑波大学大学院（1年）　
④了徳寺学園　⑤158cm　
⑥63kg

選手
今井  優子
（いまい  ゆうこ）　女
①昭和60年8月3日（26歳）
②福岡県　③私立敬愛中学校
（福岡県）→私立敬愛高校（福
岡県）→東海大学→東海大学
大学院　④了徳寺学園　
⑤162cm　⑥70kg

選手
濵田  尚里
（はまだ  しょうり）　女
①平成2年9月25日（20歳）
②鹿児島県　③霧島市立国分
南中学校（鹿児島県）→県立鹿
児島南高校（鹿児島県）→山梨
学院大学（3年）　④山梨学院
大学　⑤167cm　⑥78kg

選手
山部  佳苗
（やまべ  かなえ）　女
①平成2年9月22日（20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
（3年）　④山梨学院大学
⑤172cm　⑥105kg

選手
石山  麻弥
（いしやま  あや）　女
①昭和63年1月8日（23歳）
②茨城県　③常総市立石下西
中学校（茨城県）→私立水戸葵
陵高校（茨城県）→帝京大学
④㈱丸順　⑤161cm
⑥96kg
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道

Judo
柔  道

選手
橋本  優貴
（はしもと  ゆき）　女
①平成元年5月9日（22歳）
②兵庫県　③神戸市立星和台
中学校（兵庫県）→神戸市立兵
庫商業高校（兵庫県）→金沢学
院大学（4年）　④金沢学院大
学　⑤161cm　⑥52kg

選手
近藤  香
（こんどう  かおり）　女
①平成元年3月23日（22歳）
②福岡県　③私立沖学園中学
校（福岡県）→私立沖学園高校
（福岡県）→帝京大学
④日本生命保険相互会社
⑤153cm　⑥48kg
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Badminton
バドミントン

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

監督
今井  紀夫
（いまい  のりお）　男
①昭和47年11月25日（38歳）
②富山県　③県立高岡工芸高
校（富山県）→日本体育大学
④公益財団法人日本バドミン
トン協会　

コーチ
大束  忠司
（おおつか  ただし）　男
①昭和53年4月30日（33歳）
②長崎県　③県立八代東高校
（熊本県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院
④日本体育大学　

コーチ
中西  洋介
（なかにし  ようすけ）　男
①昭和54年8月30日（31歳）
②香川県　③県立上尾高校
（埼玉県）→日本大学
④日本ユニシス㈱　

トレーナー
河野  徳良
（こうの  とくよし）　男
①昭和39年10月26日（46歳）
②広島県　③県立東灘高校 
（兵庫県）→日本体育大学→イ
ンディアナ州立大学大学院
④日本体育大学　⑧アスレテ
ィックトレーナー

選手
和田  周
（わだ  しゅう）　男
①平成2年10月8日（20歳）
②埼玉県　③私立埼玉栄中学
校（埼玉県）→私立埼玉栄高校 
（埼玉県）→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学
⑤174cm　⑥65kg

選手
上田  拓馬
（うえだ  たくま）　男
①平成元年3月21日（22歳）
②東京都　③私立埼玉栄中学
校（埼玉県）→私立埼玉栄高校
（埼玉県）→早稲田大学
④日本ユニシス㈱　⑤174cm
⑥68kg

選手
銭谷  翔
（ぜにや  しょう）　男
①昭和63年8月19日（22歳）
②大阪府　③私立四條畷学園
中学校（大阪府）→私立東大阪
大学柏原高校（大阪府）→中央
大学　④トナミ運輸㈱
⑤180cm　⑥73kg

選手
嘉村  健士
（かむら  たけし）　男
①平成2年2月14日（21歳）
②佐賀県　③唐津市立第一中
学校（佐賀県）→県立八代東高
校（熊本県）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学
⑤168cm　⑥69kg

選手
星野  翔平
（ほしの  しょうへい）　男
①平成4年1月1日（19歳）
②富山県　③上市町立上市中
学校（富山県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→日本体育大学（2
年）　④日本体育大学
⑤168cm　⑥67kg

選手
小林  晃
（こばやし  あきら）　男
①平成3年8月19日（19歳）
②長野県　③私立埼玉栄中学
校（埼玉県）→私立埼玉栄高校 
（埼玉県）→日本体育大学（2
年）　④日本体育大学
⑤169cm　⑥66kg

選手
井上  静華
（いのうえ  しずか）　女
①昭和63年12月16日（22歳）
②大阪府　③吹田市立山田東
中学校（大阪府）→私立京都西
山高校（京都府）→日本体育大
学　④広島ガス㈱　⑤156cm
⑥50kg

選手
田村  千秋
（たむら  ちあき）　女
①昭和63年6月16日（23歳）
②福岡県　③築上町立椎田中
学校（福岡県）→私立昭和学園
高校（大分県）→専修大学
④ヨネックス㈱　⑤159cm
⑥54kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 6名 4名 16名
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バ
ド
ミ
ン
ト
ン

Badminton
バドミントン

選手
桜井  みどり
（さくらい　  みどり）　女
①平成元年10月27日（21歳）
②石川県　③白山市立美川中
学校（石川県）→県立金沢向陽
高校（石川県）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学
⑤165cm　⑥59kg

選手
西山  夕美子
（にしやま  ゆみこ）　女
①平成元年6月15日（22歳）
②東京都　③私立淑徳巣鴨中
学校（東京都）→私立青森山田
高校（青森県）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学
⑤161cm　⑥54kg

選手
宮内  唯
（みやうち  ゆい）　女
①平成元年4月10日（22歳）
②大分県　③別府市立鶴見台
中学校（大分県）→県立別府鶴
見丘高校（大分県）→日本体育
大学（4年）　④日本体育大学
⑤165cm　⑥54kg

選手
鈴木  温子
（すずき  はるこ）　女
①平成3年2月17日（20歳）
②福島県　③国分寺市立第一
中学校（東京都）→私立関東第
一高校（東京都）→日本体育大
学（3年）　④日本体育大学
⑤154cm　⑥51kg
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Shooting-Rifle
射撃／ライフル射撃

射
撃
／
ラ
イ
フ
ル
射
撃

監督
佐橋  朋木
（さはし  ともき）　男
①昭和46年7月28日（40歳）
②神奈川県　③明治大学付属
中野高校（東京都）→明治大学
④日清紡テキスタイル㈱　
⑦専任コーチングディレクタ
ージュニアアスリート担当

総務
佐藤  陽介
（さとう  ようすけ）　男
①昭和59年1月7日（27歳）
②長野県　③県立真岡北陵高
校（栃木県）→東洋大学
④㈳日本ライフル射撃協会

選手
渡邉  一樹
（わたなべ  かずき）　男
①平成元年10月22日（21歳）
②山梨県　③山梨県立浅川中
学校（山梨県）→県立石和高校
（山梨県）→日本大学（4年）
④日本大学　⑤166cm
⑥90kg

選手
山下  理貴
（やました  りき）　男
①昭和63年9月17日（22歳）
②石川県　③金沢市立城南中
学校（石川県）→県立金沢辰巳
丘高校（石川県）→中央大学（4
年）　④中央大学
⑤168cm　⑥57kg

選手
持永  洋壮
（もちなが  ひろまさ）　男
①平成元年5月24日（22歳）
②長崎県　③晴田小学校（佐
賀県）→県立小城高校（佐賀
県）→明治大学（4年）　④明治
大学　⑤186cm　⑥70kg

選手
髙橋  誠
（たかはし  まこと）　男
①平成2年9月10日（20歳）
②千葉県　③岬町立岬中学校
（千葉県）→県立茂原樟陽高校
（千葉県）→日本大学（3年）
④日本大学　⑤165cm
⑥66kg

選手
海蔵  昌子
（かいぞう  まさこ）　女
①平成2年6月13日（21歳）
②千葉県　③茂原市立西陵中
学校（千葉県）→県立茂原高校
（千葉県）→日本大学（3年）
④日本大学　⑤156cm
⑥46kg

選手
清水  綾乃
（しみず  あやの）　女
①平成2年11月18日（20歳）
②岐阜県　③岐阜市立境川中
学校（岐阜県）→私立済美高校
（岐阜県）→中央大学（3年）
④中央大学　⑤159cm
⑥49kg

選手
髙橋  由希絵
（たかはし  ゆきえ）　女
①平成2年2月15日（21歳）
②神奈川県　③厚木市立厚木
中学校（神奈川県）→県立海老
名高校（神奈川県）→明治大学
（4年）　④明治大学
⑤156cm　⑥49kg

選手
中村  結花
（なかむら  ゆか）　女
①昭和62年8月14日（23歳）
②滋賀県　③水口中学校（滋
賀県）→県立水口高校（滋賀
県）→中央大学　④㈱堀場製
作所　⑤163cm　⑥52kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 4名 2名 10名
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Archery
アーチェリー

ア
ー
チ
ェ
リ
ー

チームリーダー
溝井  利和
（みぞい  としかず）　男
①昭和30年2月8日（56歳）
②大阪府　③大阪工業大学高
校（大阪府）→京都産業大学
④倉敷芸術科学大学　⑧アー
チェリーコーチ

コーチ
池田  幸一
（いけだ  こういち）　男
①昭和38年8月1日（48歳）
②神奈川県　③私立横浜高校
（神奈川県）→日本体育大学　
④横浜高校　⑧アーチェリー
コーチ

選手
大田  昌平
（おおた  しょうへい）　男
①平成3年9月22日（19歳）
②広島県　③府中町立府中中
学校（広島県）→県立広島工業
高校（広島県）→近畿大学（2
年）　④近畿大学　⑤183cm
⑥79kg

選手
末武  寛基
（すえたけ  ひろき）　男
①平成2年6月20日（21歳）
②佐賀県　③小城市立小城中
学校（佐賀県）→県立厳木高校
（佐賀県）→近畿大学（3年）
④近畿大学　⑤172cm
⑥65kg

選手
吉永  弘幸
（よしなが  ひろゆき）　男
①平成2年2月27日（21歳）
②佐賀県　③唐津市立唐津第
一中学校（佐賀県）→県立厳木
高校（佐賀県）→近畿大学（4
年）　④近畿大学　⑤170cm
⑥65kg

選手
菅原  芽衣
（すがわら  めい）　女
①平成2年7月17日（21歳）
②宮城県　③気仙沼市立鹿折
中学校（宮城県）→私立東陵高
校（宮城県）→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学
⑤161cm　⑥48kg

選手
川中  香緒里
（かわなか  かおり）　女
①平成3年8月3日（20歳）
②鳥取県　③琴浦町立赤碕中
学校（鳥取県）→県立米子南高
校（鳥取県）→近畿大学（2年）
④近畿大学　⑤159cm
⑥52kg

選手
北上  眞由香
（きたかみ  まゆか）　女
①平成4年1月3日（19歳）
②新潟県　③新発田市立紫雲
寺中学校（新潟県）→私立敬和
学園高校（新潟県）→近畿大学
（2年）　④近畿大学
⑤163cm　⑥55kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 3名 2名 8名
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Golf
ゴルフ

ゴ
ル
フ

チームリーダー
松本  富夫
（まつもと  とみお）　男
①昭和7年6月9日（79歳）
②東京都　③私立成城学園高
校（東京都）→慶應義塾大学
④日本学生ゴルフ連盟

監督
阿部  靖彦
（あべ  やすひこ）　男
①昭和37年5月19日（49歳）
②秋田県　③県立大曲農業高
校（秋田県）→東北福祉大学→
東北福祉大学院　④東北福祉
大学　

選手
藤本  佳則
（ふじもと  よしのり）　男
①平成元年10月25日（21歳）
②奈良県　③大和郡山市立郡
山西中学校（奈良県）→私立東
北高校（宮城県）→東北福祉大
学（4年）　④東北福祉大学
⑤164cm　⑥68kg

選手
富村  真治
（とみむら  しんじ）　男
①平成3年2月12日（20歳）
②沖縄県　③那覇市立松島中
学校（沖縄県）→私立興南高校 
（沖縄県）→東北福祉大学（3
年）　④東北福祉大学
⑤175cm　⑥75kg

選手
小袋  秀人
（こぶくろ  ひでと）　男
①平成3年4月19日（20歳）
②神奈川県　③横浜市立上飯
田中学校（神奈川県）→私立鹿
島学園高校（茨城県）→日本大
学（2年）　④日本大学
⑤182cm　⑥75kg

選手
松山  英樹
（まつやま  ひでき）　男
①平成4年2月25日（19歳）
②愛媛県　③私立明徳義塾中
学校（高知県）→私立明徳義塾
高校（高知県）→東北福祉大学
（2年）　④東北福祉大学
⑤180cm　⑥80kg

選手
荒木  美友
（あらき  みゆ）　女
①平成2年11月29日（20歳）
②愛知県　③名古屋市立山田
中学校（愛知県）→私立星城高
校（愛知県）→大手前大学（3
年）　④大手前大学
⑤156cm　⑥52kg

選手
佐藤  絵美
（さとう  えみ）　女
①平成3年9月12日（19歳）
②栃木県　③日光市立日光中
学校（栃木県）→私立東北高校 
（宮城県）→東北福祉大学（2
年）　④東北福祉大学
⑤166cm　⑥52kg

選手
中井  美有
（なかい  みゆ）　女
①平成3年11月5日（19歳）
②兵庫県　③神戸市立長坂中
学校（兵庫県）→私立滝川第二
高校（兵庫県）→大阪学院大学
（2年）　④大阪学院大学
⑤155cm　⑥48kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 3名 2名 9名
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Taekwondo
テコンドー

テ
コ
ン
ド
ー

監督
金  天九
（キム  チュング）　男
①昭和32年5月6日（54歳）
②大韓民国　③大田市太田實
業高等専門学校（韓国）→韓国
木園大学校→韓国木園大学校
大学院　④㈳全日本テコンド
ー協会　

コーチ
山下  博将
（やました  ひろのぶ）　男
①昭和45年10月5日（40歳）
②大阪府　③豊島高校（大阪
府）→大阪経済法科大学　
④大阪経済法科大学　

選手
三橋  洸介
（みつはし  こうすけ）　男
①平成4年1月28日（19歳）
②神奈川県　③県立横須賀市
立大楠中学校（神奈川県）→県
立三浦臨海高校（神奈川県）→
大阪経済法科大学（2年）
④大阪経済法科大学　
⑤170cm　⑥54kg

選手
松井  勇磨
（まつい  ゆうま）　男
①平成3年4月14日（20歳）
②愛知県　③瀬戸市立水無瀬
中学校（愛知県）→私立杜若高
校（愛知県）→大東文化大学（2
年）　④大東文化大学
⑤178cm　⑥58kg

選手
黒沢  兼祐
（くろさわ  けんすけ）　男
①平成4年8月6日（19歳）
②東京都　③墨田区立吾嬬第
二中学校（東京都）→都立竹台
高校（東京都）→国士舘大学（1
年）　④国士舘大学
⑤178cm　⑥68kg

選手
笠原  江梨香
（かさはら  えりか）　女
①平成2年10月3日（20歳）
②静岡県　③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（3
年）　④大東文化大学　
⑤164cm　⑥49kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 1名 2名 6名



63THE 26th Universiade Shenzhen 2011

Chess
チェス

チ
ェ
ス

チームリーダー
羽野  忍
（はの  しのぶ）　男
①昭和24年3月18日（62歳）
②愛知県　③都立田無工業高
校（東京都）　④日本チェス協
会　

選手
佐藤  要
（さとう  かなめ）　男
①平成2年4月12日（21歳）
②福岡県　③私立麻布中学校
（東京都）→私立麻布高校（東
京都）→東京大学（3年）　④東
京大学⑤162cm　⑥58kg

選手
古谷  昌洋
（ふるや  まさひろ）　男
①平成3年10月15日（19歳）
②神奈川県　③私立慶應義塾
普通部（神奈川県）→私立慶應
義塾高校（神奈川県）→慶應義
塾大学（2年）　④慶應義塾大
学　⑤170cm　⑥69kg

男子選手 女子選手 役  員 合  計

2名 0名 1名 3名
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Additional Officials
アディッショナルオフィシャル

ア
デ
ィ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル

陸上競技／コーチ
清水  茂幸
（しみず  しげゆき）　男
①昭和36年5月24日（50歳）
②新潟県　③県立高田高校
（新潟県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④岩手大学　⑧陸
上コーチ

陸上競技／コーチ
米田  勝朗
（よねだ  かつろう）　男
①昭和43年5月20日（43歳）
②宮崎県　③県立高千穂高校
（宮崎県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院　④名城大
学　

サッカー〔男子〕／技術スタッフ
霜田  正浩
（しもだ  まさひろ）　男
①昭和42年2月10日（44歳）
②東京都　③都立高島高校
（東京都）　④㈶日本サッカー
協会　⑧サッカー上級コーチ

テニス／コーチ
三好  勲
（みよし  いさお）　男
①昭和53年5月19日（33歳）
②兵庫県　③私立山梨学院大
学付属高校（山梨県）→亜細亜
大学　④㈱トミオカテニス

テニス／総務
仲田  奨司
（なかだ  しょうじ）　男
①平成元年4月20日（22歳）
②沖縄県　③私立沖縄尚学高
校（沖縄県）→亜細亜大学　
④亜細亜大学

バレーボール〔男子〕／技術スタッフ
河村  光次
（かわむら  こうじ）　男
①昭和57年8月27日（28歳）
②千葉県　③私立東海大学付
属浦安高校（千葉県）→東海大
学　④㈱アシックス

バレーボール〔女子〕／技術スタッフ
松永  卓
（まつなが  すぐる）　男
①昭和55年4月3日（31歳）
②長崎県　③県立大村工業高
校（長崎県）→鹿屋体育大学　
④ミズノ㈱　

バスケットボール〔男子〕／技術スタッフ
末広  朋也
（すえひろ  ともや）　男
①昭和62年6月29日（24歳）
②沖縄県　③県立宮古高校
（沖縄県）→東海大学
④東海大学　

ウエイトリフティング／チームリーダー
岡本  実
（おかもと  みのる）　男
①昭和26年9月29日（59歳）
②神奈川県　③私立法政大学
第一高校（東京都）→法政大学
④茨城県立東海高校　⑧ウエ
イトリフティング上級コーチ

自転車／チームリーダー
井関  康正
（いせき  やすまさ）　男
①昭和15年8月22日（70歳）
②東京都　③私立東京農業大
学付属高校（東京都）→立教大
学　④日本学生自転車競技連
盟　

自転車／技術スタッフ
鬼原  積
（きはら  つもる）　男
①昭和28年11月13日（57歳）
②広島県　③私立広島電機高
校（広島県）　④㈶日本自転車
競技連盟

卓球／男子総務
原  耕大
（はら  こうだい）　男
①平成元年4月14日（22歳）
②長野県　③私立松商学園高
校（長野県）→専修大学　④日
本学生卓球連盟

合  計

14名
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フェンシング／コーチ
菅原  智恵子
（すがわら  ちえこ）　女
①昭和51年8月15日（34歳）
②宮城県　③県立鼎が浦高校
（宮城県）→日本体育大学
④㈳日本フェンシング協会

ゴルフ／総務
毛利  ちづる
（もうり  ちづる）　女
①昭和55年6月5日（31歳）
②埼玉県　③県立越谷南高校
（埼玉県）→跡見学園女子大学
④日本学生ゴルフ連盟
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水泳／飛込
湯浅  よしの
（ゆあさ  よしの）　女
①昭和41年2月2日（45歳）
②兵庫県　③テキサス州立マ
カラハイスクール→同志社女
子大学　④JSS宝塚

水泳／水球
潮崎  正一
（しおさき  しょういち）　男
①昭和47年11月21日（38歳）
②熊本県　③県立熊本高校
（熊本県）→東京工業大学
④パナソニックモバイルコミ
ュニケーションズ㈱

サッカー／男子
飯田  淳平
（いいだ  じゅんぺい）　男
①昭和56年8月14日（29歳）
②神奈川県　③私立明法高校
（東京都）→東京学芸大学→東
京学芸大学大学院　④㈶日本
サッカー協会　

サッカー／女子
梶山  芙紗子
（かじやま  ふさこ）　女
①昭和52年3月28日（34歳）
②京都府　③家政学園高校
（京都府）→姫路学院女子短期
大学　

バレーボール／男子
中馬  義郎
（ちゅうまん  よしろう）　男
①昭和37年5月5日（49歳）
②宮崎県　③私立日向学院高
校（宮崎県）→専修大学
④学校法人日向学院日向学院
高校　

バレーボール／女子
村中  伸
（むらなか  しん）　男
①昭和45年4月21日（41歳）
②北海道　③北海道旭川東高
校（北海道）→北海道教育大学
旭川校　④滝川市立明苑中学
校　

バレーボール／ビーチバレーボール
里見  真理子
（さとみ  まりこ）　女
①昭和42年2月15日（44歳）
②岡山県　③西宮市立西宮東
高校（兵庫県）　

体操／男子
辻  哲夫
（つじ  てつお）　男
①昭和33年7月13日（53歳）
②兵庫県　③西宮市立西宮東
高校（兵庫県）→順天堂大学→
順天堂大学大学院
④兵庫県立芦屋高校

体操／男子
荒木  愼一
（あらき  しんいち）　男
①昭和44年11月15日（41歳）
②神奈川県　③県立春日部東
高校（埼玉県）→獨協大学
④埼玉県立熊谷特別支援学校

体操／女子
岡野  由美
（おかの  ゆみ）　女
①昭和41年2月18日（45歳）
②茨城県　③県立取手第二高
校（茨城県）→国士舘大学
④NEO WINDS　

体操／女子
加藤  由美
（かとう  ゆみ）　女
①昭和36年1月7日（50歳）
②愛知県　③私立名古屋経済
大学高蔵高校（愛知県）
④石田体操クラブ

体操／新体操
石崎  朔子
（いしざき  さくこ）　女
①昭和22年9月23日（63歳）
②青森県　③青森市立中央女
子高校（青森県）→日本女子体
育大学　④日本女子体育大学
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体操／新体操
長谷川  洋子
（はせがわ  ようこ）　女
①昭和26年11月28日（59歳）
②千葉県　③県立東金高校
（千葉県）→東京女子体育大学
④東京女子体育大学

体操／エアロビック
高橋  直樹
（たかはし  なおき）　男
①昭和44年9月10日（41歳）
②神奈川県　③私立玉川学園
高等部（東京都）→玉川大学
④㈲トータルボディーケア

体操／エアロビック
菊地  はるひ
（きくち  はるひ）　女
①昭和37年4月1日（49歳）
②北海道　③道立札幌北高校
（北海道）→筑波大学→筑波大
学大学院　④北翔大学

バスケットボール／男子
有澤  重行
（ありさわ  しげゆき）　男
①昭和51年9月16日（34歳）
②山口県　③県立山口高校
（山口県）→山口大学　④山口
県立下関工業高校　

バスケットボール／女子
中江  洋美
（なかえ  ひろみ）　女
①昭和50年11月25日（35歳）
②石川県　③県立金沢商業高
校（石川県）→大阪体育大学　
④野々市町少年育成センター

柔道
高橋  進
（たかはし  すすむ）　男
①昭和35年6月19日（50歳）
②東京都　③都立白鷗高校
（東京都）→東京学芸大学→東
京学芸大学大学院　④大東文
化大学




