サッカー【男子】
Football (Men)
チームリーダー

桂

豊

（かつら ゆたか） 男
①1960年8月13日（57歳）
②東京都 ③神奈川県立厚木
高校→筑波大学→筑波大学大
学院 ④甲南大学 ⑩サッカ
ー上級コーチ

サッカー【男子】

監督

宮崎

純一

（みやざき じゅんいち） 男
①1963年8月24日（53歳）
②長野県 ③長野県立上田高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④青山学院大学 ⑩サッ
カー上級コーチ

コーチ

川澄

和弘

（かわすみ かずひろ） 男
①1970年10月5日（46歳）
②茨城県 ③茨城県立古河第
一高校→筑波大学 ④流通経
済大学 ⑩サッカー上級コー
チ

コーチ

朴

成基

（ぱく そんぎ） 男
①1974年8月23日（42歳）
②愛知県 ③愛知朝鮮中高級
学校（愛知県）
→阪南大学
④阪南大学 ⑩サッカー上級
コーチ

コーチ

児玉

進二

（こだま しんじ） 男
①1985年12月24日（31歳）
②福岡県 ③私立多々良学園
高校（山口県）
→福岡大学
④福岡大学 ⑩サッカーコー
チ

ドクター

永房

鉄之

（ながふさ てつゆき） 男
①1969年11月21日（47歳）
②静岡県 ③静岡県立藤枝東
高校→浜松医科大学 ④浜松
医科大学医学部附属病院
⑩スポーツドクター
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

20名

ー

8名

28名

トレーナー

宮森

隆行

（みやもり たかゆき） 男
①1975年2月25日
（42歳）
②神奈川県 ③神奈川県立氷
取沢高校→国際医療福祉大学
→順天堂大学大学院
（4年）
④国際医療福祉大学 ⑩アス
レティックトレーナー、サッ
カー指導員

技術スタッフ

井口

祐貴

（いぐち ゆうき） 男
（27歳）
①1990年5月26日
②兵庫県 ③私立滝川高校
（兵庫県）→順天堂大学→順天
堂大学大学院（3年） ④順天
堂大学大学院 ⑩サッカー指
導員
選手

永石

拓海

（ながいし たくみ） 男
（21歳）
①1996年2月16日
②山口県 ③防府市立国府中
学校（山口県）→私立高川学園
高 校（ 山 口 県 ）→ 福 岡 大 学（4
年） ④福岡大学 ⑤191㎝
⑥85㎏
選手

小島

亨介

（こじま りょうすけ） 男
（20歳）
①1997年1月30日
②愛知県 ③豊田市立下山中
学校（愛知県）→私立東海学園
高校（愛知県）→早稲田大学（3
年） ④早稲田大学 ⑤183㎝
⑥79㎏
選手

坂

圭祐

（さか けいすけ） 男
（22歳）
①1995年5月7日
②三重県 ③四日市市立内部
中学校（三重県）→三重県立四
日市中央工業高校→順天堂大
学
（4年） ④順天堂大学
⑤174㎝ ⑥75㎏
選手

鈴木

準弥

（すずき じゅんや） 男
（21歳）
①1996年1月7日
②静岡県 ③沼津市立愛鷹中
学校（静岡県）→静岡県立清水
西高校→早稲田大学（4年）
④早稲田大学 ⑤173㎝
⑥72㎏

サッカー【男子】
Football (Men)

選手

岩崎

尚将

（いわさき なおまさ） 男
①1996年3月11日（21歳）
②福岡県 ③北九州市立足立
中学校（福岡県）→私立九州国
際大学付属高校（福岡県）→桃
山学院大学（4年） ④桃山学
院大学 ⑤177㎝ ⑥64㎏

宮

大樹

（みや だいき） 男
①1996年4月1日
（21歳）
②大阪府 ③豊中市立第六中
学校
（大阪府）
→私立清明学院
高校
（大阪府）
→びわこ成蹊ス
ポーツ大学
（4年） ④びわこ
成蹊スポーツ大学 ⑤185㎝
⑥80㎏

選手

岩武

克弥

（いわたけ かつや） 男
①1996年6月4日（21歳）
②大分県 ③大分市立城東中
学校（大分県）→大分県立大分
西高校→明治大学
（3年）
④明治大学 ⑤175㎝
⑥74㎏
選手

小池

裕太

（こいけ ゆうた） 男
①1996年11月6日（20歳）
②栃木県 ③宇都宮市立一条
中学校（栃木県）→私立開志学
園高校（新潟県）→流通経済大
学（3年） ④流通経済大学
⑤170㎝ ⑥66㎏
選手

菊池

流帆

（きくち りゅうほ） 男
①1996年12月9日（20歳）
②岩手県 ③釜石市立釜石中
学校（岩手県）→私立青森山田
高校（青森県）→大阪体育大学
（3年） ④大阪体育大学
⑤188㎝ ⑥80㎏
選手

重廣

卓也

（しげひろ たくや） 男
①1995年5月5日（22歳）
②広島県 ③広島市立牛田中
学校（広島県）→広島県立広島
皆実高校→阪南大学
（4年）
④阪南大学 ⑤178㎝
⑥65㎏

守田

英正

（もりた ひでまさ） 男
（22歳）
①1995年5月10日
②大阪府 ③高槻市立第九中
学校（大阪府）→私立金光大阪
高校（大阪府）→流通経済大学
（4年） ④流通経済大学
⑤177㎝ ⑥73㎏
選手

脇坂

サッカー【男子】

選手

選手

泰斗

（わきざか やすと） 男
（22歳）
①1995年6月11日
②神奈川県 ③横浜市立上郷
中学校（神奈川県）→私立横浜
創学館高校（神奈川県）→阪南
大学
（4年） ④阪南大学
⑤172㎝ ⑥63㎏
選手

松田

天馬

（まつだ てんま） 男
（22歳）
①1995年6月11日
②熊本県 ③益城町立木山中
学校（熊本県）→私立東福岡高
校（福岡県）→鹿屋体育大学（4
年） ④鹿屋体育大学
⑤163㎝ ⑥59㎏
選手

戸嶋

祥郎

（としま さちろう） 男
（21歳）
①1995年9月26日
②埼玉県 ③さいたま市立常
盤中学校（埼玉県）→さいたま
市立浦和高校（埼玉県）→筑波
大学
（4年） ④筑波大学
⑤170㎝ ⑥65㎏
選手

柴戸

海

（しばと かい） 男
（21歳）
①1995年11月24日
②神奈川県 ③横浜市立田奈
中学校（神奈川県）→船橋市立
船橋高校（千葉県）→明治大学
（4年） ④明治大学
⑤180㎝ ⑥70㎏
選手

名古

新太郎

（なご しんたろう） 男
（21歳）
①1996年4月17日
②熊本県 ③大阪市立東淀中
学校（大阪府）→私立静岡学園
高校（静岡県）→順天堂大学（3
年） ④順天堂大学 ⑤168㎝
⑥63㎏
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サッカー【男子】
Football (Men)

選手

三笘

薫

（みとま かおる） 男
①1997年5月20日（20歳）
②大分県 ③川崎市立有馬中
学校（神奈川県）→川崎市立橘
高校（神奈川県）→筑波大学（2
年） ④筑波大学 ⑤177㎝
⑥67㎏
サッカー【男子】

選手

ジャーメイン

良

（ジャーメイン りょう） 男
①1995年4月19日
（22歳）
②神奈川県 ③厚木市立厚木
中学校
（神奈川県）
→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 ⑤182㎝
⑥74㎏

選手

中野

誠也

（なかの せいや） 男
①1995年7月23日（22歳）
②静岡県 ③浜松市立湖東中
学校（静岡県）→静岡県立磐田
西高校→筑波大学
（4年）
④筑波大学 ⑤172㎝
⑥67㎏
選手

旗手

怜央

（はたて れお） 男
①1997年11月21日（19歳）
②東京都 ③鈴鹿市立創徳中
学校（三重県）→私立静岡学園
高校（静岡県）→順天堂大学（2
年） ④順天堂大学 ⑤172㎝
⑥69㎏
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サッカー【女子】
Football (Women)
監督

望月

聡

（もちづき さとる） 男
①1964年5月18日（53歳）
②滋賀県 ③滋賀県立守山高
校→大阪商業大学 ④びわこ
成蹊スポーツ大学 ⑩サッカ
ー上級コーチ

藤谷

智則

（ふじたに とものり） 男
①1981年5月26日（36歳）
②兵庫県 ③兵庫県立芦屋南
高校→神戸学院大学 ④姫路
獨協大学 ⑩サッカーコーチ

コーチ

田中

龍哉

（たなか たつや） 男
①1979年4月29日（38歳）
②山口県 ③私立帝京高校
（東京都）→徳山大学 ④徳山
大学 ⑩サッカーコーチ

コーチ

田代

久美子

（たしろ くみこ） 女
①1980年11月13日（36歳）
②愛知県 ③愛知県立常滑北
高校→日本体育大学 ④山梨
学院大学 ⑩サッカー上級コ
ーチ

ドクター

貞升

彩

（さだます あや） 女
①1984年6月11日（33歳）
②東京都 ③東京都立八王子
東高校→岐阜大学→千葉大学
大学院（2年） ④千葉大学病
院

トレーナー

木畑

実麻

（きばた みお） 女
①1984年10月4日（32歳）
②神奈川県 ③東京都立
戸山高校→慶應義塾大学
→Montana State University,
Billings ④慶應義塾大学ス
ポーツ医学研究センター

女子選手

役 員

合 計

ー

20名

7名

27名

総務

菅野

博子

（かんの ひろこ） 女
（36歳）
①1981年3月29日
②岩手県 ③岩手県立水沢高
校→山形大学→山形大学大学
院 ④東北公益文科大学
⑩サッカーコーチ

選手

木付

サッカー【女子】

コーチ

男子選手

優衣

（きつき ゆい） 女
（21歳）
①1996年4月11日
②山口県 ③松山市立南中学
校（愛媛県）→私立日ノ本学園
高校（兵庫県）→早稲田大学（3
年） ④早稲田大学 ⑤164㎝
⑥60㎏
選手

森田

有加里

（もりた ゆかり） 女
（20歳）
①1997年2月5日
②大阪府 ③門真市立第七中
学校（大阪府）→私立大阪桐蔭
高校（大阪府）→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤173㎝ ⑥68㎏
選手

松原

有沙

（まつばら ありさ） 女
（22歳）
①1995年5月1日
②北海道 ③豊中市立第十七
中学校（大阪府）→私立大商学
園高校（大阪府）→早稲田大学
（4年） ④早稲田大学
⑤168㎝ ⑥65㎏
選手

山川

夏輝

（やまかわ なつき） 女
（22歳）
①1995年6月18日
②群馬県 ③私立白鴎大学足
利中学校（栃木県）→私立聖和
学園高校（宮城県）→日本体育
大学
（4年） ④日本体育大学
⑤156㎝ ⑥50㎏
選手

奥川

千沙

（おくがわ ちさ） 女
（21歳）
①1995年8月24日
②愛知県 ③豊田市立朝日丘
中学校（愛知県）→私立藤枝順
心高校（静岡県）→早稲田大学
（4年） ④早稲田大学
⑤160㎝ ⑥52㎏

The 29th Universiade Taipei 2017

29

サッカー【女子】
Football (Women)

選手

松永

早姫

（まつなが さき） 女
①1995年12月26日（21歳）
②千葉県 ③私立修徳中学校
（東京都）→私立修徳高校（東
京都）→日本体育大学（4年）
④日本体育大学 ⑤158 ㎝
⑥52㎏
サッカー【女子】

選手

三浦

紗津紀

（みうら さつき） 女
①1996年6月16日
（21歳）
②東京都 ③私立東京農業大
学第三高校付属中学校
（東京
都）→私立東京農業大学第三
高校
（東京都）
→早稲田大学
（3
年） ④早稲田大学 ⑤163㎝
⑥53㎏

選手

山田

優衣

（やまだ ゆい） 女
①1996年8月12日（21歳）
②鹿児島県 ③鹿児島市立伊
敷台中学校（鹿児島県）→私立
神村学園高等部（鹿児島県）→
静岡産業大学（3年） ④静岡
産業大学 ⑤162㎝ ⑥57㎏
選手

工藤

真子

（くどう まこ） 女
①1997年4月25日（20歳）
②鹿児島県 ③世田谷区立芦
花中学校（東京都）→私立日本
大学第二高校（東京都）→慶應
義塾大学（2年） ④慶應義塾
大学 ⑤157㎝ ⑥53㎏
選手

梅津

美絵

（うめづ みえ） 女
①1995年5月28日（22歳）
②神奈川県 ③秦野市立大根
中学校（神奈川県）→私立藤枝
順心高校（静岡県）→神奈川大
学（4年） ④神奈川大学
⑤160㎝ ⑥57㎏
選手

中村

みづき

（なかむら みづき） 女
①1995年8月15日（22歳）
②石川県 ③練馬区立石神井
南中学校（東京都）→東京都立
井草高校→早稲田大学
（4年）
④早稲田大学 ⑤167㎝
⑥58㎏
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選手

平國

瑞希

（ひらくに みずき） 女
（22歳）
①1995年8月16日
②神奈川県 ③横浜市立並木
中学校（神奈川県）→私立常盤
木学園高校（宮城県）→早稲田
大学（4年） ④早稲田大学
⑤160㎝ ⑥51㎏
選手

水谷

有希

（みずたに ゆうき） 女
（21歳）
①1996年4月11日
②静岡県 ③御殿場市立富士
岡中学校（静岡県）→福島県立
富岡高校→筑波大学（3年）
④筑波大学 ⑤158㎝
⑥53㎏
選手

山口

千尋

（やまぐち ちひろ） 女
（21歳）
①1996年6月10日
②長崎県 ③私立神村学園中
等部（鹿児島県）→私立神村学
園高等部（鹿児島県）→姫路獨
協大学（3年） ④姫路獨協大
学 ⑤158㎝ ⑥52㎏
選手

瀧澤

莉央

（たきざわ りお） 女
（20歳）
①1996年9月30日
②新潟県 ③新潟市立五十嵐
中学校（新潟県）→新潟県立新
潟 商 業 高 校 → 神 奈 川 大 学（3
年） ④神奈川大学 ⑤155㎝
⑥48㎏
選手

龍

沙也加

（りゅう さやか） 女
（20歳）
①1997年1月30日
②福岡県 ③大川市立大川東
中学校（福岡県）→私立秀岳館
高 校（ 熊 本 県 ）→ 徳 山 大 学（3
年） ④徳山大学 ⑤155㎝
⑥47㎏
選手

熊谷

汐華

（くまがい しおか） 女
（21歳）
①1996年5月24日

②長野県 ③長野市立東部中学校
（長野県）→私立十文字高校（東京
都）→早稲田大学（3年） ④早稲田
大学 ⑤160㎝ ⑥55㎏

サッカー【女子】
Football (Women)

選手

河野

朱里

（かわの じゅり） 女
①1996年12月16日（20歳）
②神奈川県 ③横浜市立汐見
台中学校（神奈川県）→私立藤
枝順心高校（静岡県）→早稲田
大学（3年） ④早稲田大学
⑤161㎝ ⑥57㎏

大竹

サッカー【女子】

選手

麻友

（おおたけ まゆ） 女
①1997年1月30日（20歳）
②熊本県 ③熊本市立城西中
学校（熊本県）→私立日ノ本学
園高校（兵庫県）→帝京平成大
学（3年） ④帝京平成大学
⑤164㎝ ⑥59㎏
選手

堀江

美月

（ほりえ みつき） 女
①1997年12月7日（19歳）
②愛知県 ③豊山町立豊山中
学校（愛知県）→私立開志学園
JSC 高等部（新潟県）→静岡産
業大学（2年） ④静岡産業大
学 ⑤173㎝ ⑥67㎏
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