柔 道
Judo
チームリーダー

渡辺

涼子

（わたなべ りょうこ） 女
①1966年4月18日
（51歳）
②岡山県 ③岡山県立児島高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④金沢学院大学 ⑧アシ
スタントナショナルコーチ
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩柔道
コーチ

監督

生田

秀和

（しょうだ ひでかず） 男
①1978年8月15日（39歳）
②神奈川県 ③私立桐蔭学園
高校（神奈川県）→筑波大学→
筑波大学大学院 ④ALSOK

監督

出口

達也

（でぐち たつや） 男
①1962年4月21日
（55歳）
②富山県 ③富山県立小杉高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④広島大学 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） ⑨ JOCNCA修了者 ⑩柔道指導員

真司

（かなおか しんじ） 男
①1985年9月24日（31歳）
②愛媛県 ③私立東海大学付
属第五高校（福岡県）→東海大
学 ④警視庁

コーチ

池田

ひとみ

（いけだ ひとみ） 女
①1985年7月10日（32歳）
②沖縄県 ③私立淑徳高校
（東京都）→埼玉大学→埼玉大
学大学院 ④自衛隊体育学校
⑩柔道指導員

コーチ

矢﨑

利加

（やざき りか） 女
①1969年6月7日
（48歳）
②長野県 ③私立東海大学付
属第三高校
（長野県）
→国際武
道大学 ④国際武道大学
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柔道コーチ

役 員

合 計

8名

8名

9名

25名

ドクター

井汲

彰

（いくみ あきら） 男
（33歳）
①1984年1月26日
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（3年） ④筑波大
学大学院 ⑩スポーツドクタ
ー
トレーナー

廣瀨

和将

（ひろせ かずまさ） 男
（25歳）
①1992年1月14日
②千葉県 ③千葉県立八千代
東高校→沖縄統合医療専門学
校 ④㈱グローバルスポーツ
医学研究所

トレーナー

深井

美帆

（ふかい みほ） 女
（30歳）
①1987年4月19日
②奈良県 ③私立奈良育英高
校（奈良県）→畿央大学 ④㈱
グローバルスポーツ医学研究
所

選手

太田

彪雅

（おおた ひょうが） 男
（19歳）
①1997年12月9日
②栃木県 ③足利市立第一中
学校（栃木県）→私立白鷗大学
足利高校（栃木県）→東海大学
（2年） ④東海大学
⑤179㎝ ⑥115㎏
選手

影浦

道

金岡

女子選手

柔

コーチ

男子選手

心

（かげうら こころ） 男
（21歳）
①1995年12月6日
②愛媛県 ③松山市立西中学
校（ 愛 媛 県 ）→ 私 立 新 田 高 校
（愛媛県）→東海大学（4年）
④東海大学 ⑤179㎝
⑥115㎏
選手

飯田

健太郎

（いいだ けんたろう） 男
（19歳）
①1998年5月4日
②神奈川県 ③相模原市立大
野北中学校（神奈川県）→私立
国士舘高校（東京都）→国士舘
大学（1年） ④国士舘大学
⑤188㎝ ⑥100㎏
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選手

向

翔一郎

（むかい しょういちろう） 男
①1996年2月10日（21歳）
②富山県 ③立山町立雄山中
学校（富山県）→私立高岡第一
高 校（ 富 山 県 ）→ 日 本 大 学（4
年） ④日本大学 ⑤179㎝
⑥88㎏
選手

藤原

崇太郎

（ふじわら そうたろう） 男
①1998年4月27日（19歳）
②兵庫県 ③小野市立小野中
学校（兵庫県）→私立日本体育
大学荏原高校（東京都）→日本
体育大学（1年） ④日本体育
大学 ⑤174㎝ ⑥81㎏
選手

立川

新

（たつかわ あらた） 男
①1997年11月30日（19歳）
②愛媛県 ③四国中央市立川
之江北中学校（愛媛県）→私立
新田高校（愛媛県）→東海大学
（2年） ④東海大学
⑤170㎝ ⑥73㎏

柔

選手

道

磯田

範仁

（いそだ のりひと） 男
①1995年8月6日（22歳）
②宮崎県 ③私立国士舘中学
校（東京都）→私立国士舘高校
（東京都）→国士舘大学（4年）
④国士舘大学 ⑤172㎝
⑥66㎏
選手

藤阪

泰恒

（ふじさか たいこう） 男
①1996年6月22日（21歳）
②大阪府 ③小平市立小平第
六中学校（東京都）→私立足立
学園高校（東京都）→國學院大
學（3年） ④國學院大學
⑤170㎝ ⑥60㎏
選手

井上

あかり

（いのうえ あかり） 女
①1996年12月3日（20歳）
②岡山県 ③相模原市立相原
中学校（神奈川県）→私立創志
学園高校（岡山県）→環太平洋
大学（3年） ④環太平洋大学
⑤170㎝ ⑥100㎏
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選手

井上

舞子

（いのうえ まいこ） 女
（21歳）
①1996年5月28日
②秋田県 ③湯沢市立湯沢南
中学校（秋田県）→私立淑徳高
校（東京都）→淑徳大学（4年）
④淑徳大学 ⑤167㎝
⑥96㎏
選手

泉

真生

（いずみ まお） 女
（20歳）
①1996年11月1日
②東京都 ③江東区立第三亀
戸中学校（東京都）→私立木更
津総合高校（千葉県）→山梨学
院大学（3年） ④山梨学院大
学 ⑤172㎝ ⑥78㎏
選手

新添

左季

（にいぞえ さき） 女
（21歳）
①1996年7月4日
②京都府 ③私立天理中学校
（奈良県）→私立天理高校（奈
良県）→山梨学院大学（3年）
④山梨学院大学 ⑤170 ㎝
⑥70㎏
選手
（旗手）

能智

亜衣美

（のうち あいみ） 女
（21歳）
①1996年1月14日
②福岡県 ③北九州市立企救
中学校（福岡県）→私立宮崎日
本大学高校（宮崎県）→筑波大
学
（4年） ④筑波大学
⑤162㎝ ⑥63㎏
選手

村井

惟衣

（むらい ゆい） 女
（19歳）
①1997年12月26日
②奈良県 ③広陵町立広陵中
学校（奈良県）→私立奈良育英
高 校（ 奈 良 県 ）→ 龍 谷 大 学（2
年） ④龍谷大学 ⑤164㎝
⑥57㎏
選手

立川

莉奈

（たつかわ りな） 女
（21歳）
①1996年7月14日
②愛媛県 ③私立敬愛中学校
（福岡県）→私立敬愛高校（福
岡県）→福岡大学（3年） ④福
岡大学 ⑤157㎝ ⑥52㎏

柔 道
Judo

選手

梅北

眞衣

（うめきた まい） 女
①1998年12月2日（18歳）
②大阪府 ③私立夙川学院中
学校（兵庫県）→私立夙川学院
高校（兵庫県）→山梨学院大学
（1年） ④山梨学院大学
⑤152㎝ ⑥48㎏

柔
道
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