本

部

合 計
17名

Headquarters

団長

塚原

光男

本
部

（つかはら みつお） 男
①1947年12月22日
（69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、総務副本部長、日本ユニ
バーシアード委員長、表彰専
門部会長、
（公財）
日本体操協
会副会長

総監督

上野

広治

（うえの こうじ） 男
①1959年4月20日
（58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理事、選手強化本部常任委
員、監督・コーチ専門部会副
部会長、
（公財）
日本水泳連盟
副会長 ⑨JOC-NCA修了者
⑩水泳上級コーチ

本部役員

岩上

祐子

（いわかみ ゆうこ） 女
①1969年7月22日（48歳）
②長野県 ③長野県立須坂高
校→学習院大学 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
①1977年5月9日（40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

室井

美香

（むろい みか） 女
①1975年12月4日（41歳）
②福島県 ③福島県立若松女
子高校→日本体育大学
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
①1989年8月18日（28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

藤沢

奈津美

（ふじさわ なつみ） 女
（27歳）
①1990年6月19日
②東京都 ③私立東海大学
附 属 高 輪 台 高 校（ 東 京 都 ）
→東海大学→ University of
Peloponnese ④（公財）日本
オリンピック委員会
メディカルスタッフ（ドクター）

渡部

厚一

（わたなべ こういち） 男
（51歳）
①1966年2月6日
②東京都 ③私立開成高校
（東京都）→筑波大学 ④筑波
大学 ⑩スポーツドクター

メディカルスタッフ（ドクター）

半谷

美夏

（はんがい みか） 女
（45歳）
①1972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
メディカルスタッフ（ドクター）

水谷

有里

（みずたに ゆり） 女
（34歳）
①1982年11月11日
②東京都 ③私立聖心女子学
院高等科（東京都）→東京女子
医科大学 ④国立スポーツ科
学センター ⑩スポーツドク
ター
メディカルスタッフ（ドクター）

小松

孝行

（こまつ たかゆき） 男
（33歳）
①1983年12月9日
②東京都 ③私立日本大学第
一高校（東京都）→順天堂大学
④順天堂大学医学部附属練馬
病院 ⑩スポーツドクター

メディカルスタッフ（トレーナー）

板倉

尚子

（いたくら ひさこ） 女
（54歳）
①1963年5月27日
②東京都 ③埼玉県立所沢高
校→社会医学技術学院→筑波
大学大学院 ④日本女子体育
大学健康管理センター ⑩ア
スレティックトレーナー

本

部

Headquarters

メディカルスタッフ（トレーナー）

中川

慶彦

本

（なかがわ よしひこ） 男
①1980年4月27日（37歳）
②埼玉県 ③埼玉県立坂戸高
校→埼玉医科大学短期大学→
茨城県立医療大学大学院
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

部

本部員
（輸送担当）

増子

智

（ましこ さとる） 男
①1984年7月30日（33歳）
②千葉県 ③柏市立柏高校
（千葉県）
→千葉商科大学
④近畿日本ツーリスト㈱

本部員
（輸送担当）

高橋

美和

（たかはし みわ） 女
①1969年12月17日(47歳）
②埼玉県 ③埼玉県立川越女
子高校→津田塾大学 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
①1970年10月30日（46歳）
②京都府 ③国立京都教育大
学教育学部附属高校
（京都府）
④近畿日本ツーリスト㈱

本部員
（輸送担当）

苧坂

悦子

（おさか えつこ） 女
①1978年7月12日（39歳）
②東京都 ③神奈川県立上鶴
間高校 ④近畿日本ツーリス
ト㈱
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陸上競技
Athletics
チームリーダー

栗山

佳也

陸上競技

（くりやま よしなり） 男
①1955年7月16日（62歳）
②奈良県 ③奈良市立一条高
校（奈良県）→筑波大学 ④大
阪体育大学

監督

片峯

隆

（かたみね たかし） 男
①1958年4月3日（59歳）
②福岡県 ③福岡県立三潴高
校→福岡大学 ④福岡大学

コーチ

大後

栄治

（だいご えいじ） 男
①1964年11月21日（52歳）
②千葉県 ③私立日本体育大
学荏原高校（東京都）→日本体
育大学→日本体育大学大学院
④神奈川大学

コーチ

今村

文男

（いまむら ふみお） 男
①1966年11月5日
（50歳）
②千葉県 ③私立八千代松陰
高校
（千葉県）
→東洋大学→順
天堂大学大学院 ④富士通㈱
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 ⑩陸上
競技コーチ

コーチ

米田

勝朗

（よねだ かつろう） 男
①1968年5月20日（49歳）
②宮崎県 ③宮崎県立高千穂
高校→日本体育大学→弘前大
学大学院 ④名城大学

コーチ

青木

和浩

（あおき かずひろ） 男
①1969年7月13日（48歳）
②千葉県 ③千葉県立千城台
高校→順天堂大学→順天堂大
学大学院 ④順天堂大学
⑧専任情報・科学スタッフ
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

24名

14名

13名

51名

コーチ

千葉

佳裕

（ちば よしひろ） 男
（38歳）
①1979年4月29日
②埼玉県 ③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→順天堂大学→順天
堂大学大学院 ④城西大学

コーチ

邑木

隆二

（むらき りゅうじ） 男
（37歳）
①1979年12月29日
②大阪府 ③私立大阪高校
（大阪府）→法政大学→早稲田
大学大学院 ④駿河台大学

ドクター

蒲原

一之

（かまはら かずゆき） 男
①1965年4月19日
（52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
（独）
日本スポ
ーツ振興センター ハイパフ
ォーマンスセンター 国立ス
ポーツ科学センター メディ
カルセンター ⑩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
（40歳）
①1977年8月15日
②愛媛県 ③茨城県立龍ヶ崎
第一高校→筑波大学→筑波大
学大学院 ④国際武道大学
⑩アスレティックトレーナ
ー、陸上競技コーチ
トレーナー

加藤

基

（かとう はじめ） 男
（35歳）
①1981年12月4日
②愛知県 ③愛知県立明和高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④帝京大学 ⑩アスレテ
ィックトレーナー

トレーナー

宮澤

那緒

（みやざわ なお） 女
（31歳）
①1986年7月19日
②長野県 ③長野県立伊奈弥
生ヶ丘高校→順天堂大学
④ ReCuA Therapy Room
⑩アスレティックトレーナー

陸上競技
Athletics

総務

安井

年文

選手

多田

修平

（ただ しゅうへい） 男
①1996年6月24日（21歳）
②大阪府 ③東大阪市立石切
中学校（大阪府）→私立大阪桐
蔭高校（大阪府）→関西学院大
学（3年） ④関西学院大学
⑤176㎝ ⑥65㎏
選手

田中

佑典

（たなか ゆうすけ） 男
①1998年1月11日
（19歳）
②埼玉県 ③三郷市立彦糸中
学校
（埼玉県）
→埼玉県立三郷
北高校→日本ウェルネススポ
ーツ大学
（2年） ④日本ウェ
ルネススポーツ大学
⑤174㎝ ⑥71㎏

選手

山下

潤

（やました じゅん） 男
①1997年8月23日（19歳）
②福島県 ③国立福島大学附
属中学校（福島県）→福島県立
福島高校→筑波大学（2年）
④筑波大学 ⑤182㎝
⑥68㎏
選手

北川

翔

（きたがわ しょう） 男
①1995年12月17日（21歳）
②埼玉県 ③熊谷市立富士見
中学校（埼玉県）→埼玉県立松
山高校→順天堂大学（4年）
④順天堂大学 ⑤181㎝
⑥67㎏
選手

北川

貴理

（きたがわ たかまさ） 男
①1996年9月5日（20歳）
②福井県 ③敦賀市立粟野中
学校（福井県）→福井県立敦賀
高校→順天堂大学
（3年）
④順天堂大学 ⑤177㎝
⑥70㎏

野本

周成

（のもと しゅうせい） 男
（21歳）
①1995年10月25日
②愛媛県 ③八幡浜市立青石
中学校（愛媛県）→愛媛県立八
幡浜高校→早稲田大学
（4年）
④早稲田大学 ⑤185㎝
⑥76㎏
選手

金井

陸上競技

（やすい としふみ） 男
①1967年2月7日（50歳）
②広島県 ③広島県立庄原格
致高校→筑波大学→筑波大学
大学院 ④青山学院大学
⑩陸上競技コーチ

選手

大旺

（かない たいおう） 男
（21歳）
①1995年9月28日
②北海道 ③函館市立本通中
学校（北海道）→私立函館ラ・
サール高校（北海道）→法政大
学
（4年） ④法政大学
⑤179㎝ ⑥71㎏
選手

鍜治木

崚

（かじき りょう） 男
（21歳）
①1995年12月8日
②鳥取県 ③琴浦町立東伯中
学校（鳥取県）→鳥取県立鳥取
中 央 育 英 高 校 → 城 西 大 学（4
年） ④城西大学 ⑤178㎝
⑥68㎏
選手

栃木

渡

（とちぎ わたる） 男
（22歳）
①1995年5月8日
②栃木県 ③栃木市立大平中
学校（栃木県）→私立佐野日本
大学高校（栃木県）→順天堂大
学
（4年） ④順天堂大学
⑤170㎝ ⑥53㎏
選手

塩尻

和也

（しおじり かずや） 男
（20歳）
①1996年11月8日
②群馬県 ③伊勢崎市立境北
中学校（群馬県）→群馬県立伊
勢崎清明高校→順天堂大学（3
年） ④順天堂大学 ⑤170㎝
⑥54㎏
選手

鈴木

塁人

（すずき たかと） 男
（20歳）
①1997年7月23日
②千葉県 ③柏市立西原中学
校（千葉県）→私立流通経済大
学付属柏高校（千葉県）→青山
学院大学（2年） ④青山学院
大学 ⑤174㎝ ⑥59㎏
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陸上競技
Athletics

選手

鈴木

健吾

陸上競技

（すずき けんご） 男
①1995年6月11日（22歳）
②愛媛県 ③宇和島市立城東
中学校（愛媛県）→愛媛県立宇
和 島 東 高 校 → 神 奈 川 大 学（4
年） ④神奈川大学 ⑤163㎝
⑥46㎏
選手

工藤

有生

（くどう なおき） 男
①1995年9月5日（21歳）
②広島県 ③東広島市立高屋
中学校（広島県）→広島県立世
羅高校→駒澤大学
（4年）
④駒澤大学 ⑤177㎝
⑥55㎏
選手

片西

景

（かたにし けい） 男
①1997年3月18日（20歳）
②東京都 ③国立市立国立第
二中学校（東京都）→私立昭和
第一学園高校（東京都）→駒澤
大学（3年） ④駒澤大学
⑤165㎝ ⑥49㎏
選手

野田

明宏

（のだ ともひろ） 男
①1996年1月24日（21歳）
②大阪府 ③和泉市立和泉中
学校（大阪府）→私立清風高校
（大阪府）→明治大学（4年）
④明治大学 ⑤174㎝
⑥58㎏
選手

及川

文隆

（おいかわ ふみたか） 男
①1995年4月5日（22歳）
②愛知県 ③豊田市立逢妻中
学校（愛知県）→私立愛知高校
（愛知県）→東洋大学（4年）
④東洋大学 ⑤168㎝
⑥54㎏
選手

山西

利和

（やまにし としかず） 男
①1996年2月15日（21歳）
②京都府 ③長岡京市立長岡
第三中学校（京都府）→京都市
立堀川高校（京都府）→京都大
学（4年） ④京都大学
⑤164㎝ ⑥52㎏
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選手

江島

雅紀

（えじま まさき） 男
（18歳）
①1999年3月6日
②神奈川県 ③横浜市立錦台
中学校（神奈川県）→神奈川県
立荏田高校→日本大学
（1年）
④日本大学 ⑤190㎝
⑥79㎏
選手

山本

凌雅

（やまもと りょうま） 男
（22歳）
①1995年7月14日
②長崎県 ③諫早市立高来中
学校（長崎県）→長崎県立諫早
農業高校→順天堂大学
（4年）
④順天堂大学 ⑤179㎝
⑥65㎏
選手

橋岡

優輝

（はしおか ゆうき） 男
（18歳）
①1999年1月23日
②茨城県 ③さいたま市立岸
中学校（埼玉県）→私立八王子
学園八王子高校（東京都）→日
本大学（1年） ④日本大学
⑤183㎝ ⑥75㎏
選手

山川

夏輝

（やまかわ なつき） 男
（22歳）
①1995年7月24日
②滋賀県 ③東近江市立能登
川中学校（滋賀県）→私立洛南
高 校（ 京 都 府 ）→ 日 本 大 学（4
年） ④日本大学 ⑤181㎝
⑥75㎏
選手

墨

訓熙

（すみ くにひろ） 男
（23歳）
①1994年2月27日
②愛知県 ③一宮市立木曽川
中学校（愛知県）→愛知県立起
工業高校→中京大学→中京大
学大学院（修士2年） ④中京
大学 ⑤173㎝ ⑥112㎏
選手

小南

拓人

（こみなみ たくと） 男
（22歳）
①1995年7月26日
②北海道 ③札幌市立屯田中
央中学校（北海道）→私立札幌
第一高校（北海道）→国士舘大
学
（4年） ④国士舘大学
⑤172㎝ ⑥83㎏

陸上競技
Athletics

選手

小椋

健司

選手

中村

水月

（なかむら みづき） 女
①1996年3月22日（21歳）
②石川県 ③金沢市立西南部
中学校（石川県）→石川県立小
松商業高校→大阪成蹊大学（4
年） ④大阪成蹊大学
⑤169㎝ ⑥56㎏
選手

前山

美優

（まえやま みゆ） 女
①1996年2月21日（21歳）
②新潟県 ③新潟市立関屋中
学校（新潟県）→新潟県立新潟
商業高校→新潟医療福祉大学
（4年） ④新潟医療福祉大学
⑤170㎝ ⑥56㎏
選手

竹内

爽香

（たけうち さやか） 女
①1995年7月18日（22歳）
②埼玉県 ③さいたま市立大
原中学校（埼玉県）→埼玉県立
浦和第一女子高校→慶應義塾
大学（4年） ④慶應義塾大学
⑤157㎝ ⑥49㎏
選手

壹岐

いちこ

（いき いちこ） 女
①1997年5月7日（20歳）
②京都府 ③大津市立田上中
学校（滋賀県）→私立京都橘高
校（ 京 都 府 ）→ 立 命 館 大 学（2
年） ④立命館大学 ⑤165㎝
⑥53㎏
選手

関谷

夏希

（せきや なつき） 女
①1997年5月16日（20歳）
②千葉県 ③茂原市立茂原中
学校（千葉県）→船橋市立船橋
高校（千葉県）→大東文化大学
（2年） ④大東文化大学
⑤166㎝ ⑥48㎏

細田

あい

（ほそだ あい） 女
（21歳）
①1995年11月27日
②長野県 ③茅野市立長峰中
学校（長野県）→長野県立長野
東高校→日本体育大学
（4年）
④日本体育大学 ⑤156 ㎝
⑥43㎏
選手

棟久

陸上競技

（おぐら けんじ） 男
①1995年6月8日（22歳）
②鳥取県 ③琴浦町立赤碕中
学校（鳥取県）→鳥取県立倉吉
総 合 産 業 高 校 → 日 本 大 学（4
年） ④日本大学 ⑤182㎝
⑥85㎏

選手

由貴

（むねひさ ゆき） 女
（19歳）
①1997年12月15日
②山口県 ③下関市立長府中
学校（山口県）→山口県立西京
高校→東京農業大学（2年）
④東京農業大学 ⑤152 ㎝
⑥38㎏
選手

福居

紗希

（ふくい さき） 女
（21歳）
①1996年3月25日
②富山県 ③富山市立南部中
学校（富山県）→富山県立富山
商業高校→城西大学（4年）
④城西大学 ⑤159㎝
⑥44㎏
選手

古谷

奏

（ふるや かなで） 女
（21歳）
①1996年4月10日
②神奈川県 ③横浜市立金沢
中学校（神奈川県）→私立白鵬
女子高校（神奈川県）→松山大
学
（3年） ④松山大学
⑤150㎝ ⑥39㎏
選手

山口

可純

（やまぐち かすみ） 女
（19歳）
①1997年11月21日
②三重県 ③桑名市立光陵中
学校（三重県）→三重県立四日
市商業高校→大東文化大学（2
年） ④大東文化大学
⑤163㎝ ⑥46㎏
選手

出水田

眞紀

（いずみだ まき） 女
（21歳）
①1996年1月22日
②神奈川県 ③横浜市立浜中
学校（神奈川県）→私立白鵬女
子高校（神奈川県）→立教大学
（4年） ④立教大学
⑤153㎝ ⑥41㎏
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陸上競技
Athletics

選手

斉藤

真理菜

陸上競技

（さいとう まりな） 女
①1995年10月15日（21歳）
②茨城県 ③龍ヶ崎市立城南
中学校（茨城県）→茨城県立土
浦 湖 北 高 校 → 国 士 舘 大 学（4
年） ④国士舘大学 ⑤164㎝
⑥65㎏
選手

北口

榛花

（きたぐち はるか） 女
①1998年3月16日（19歳）
②北海道 ③国立北海道教育
大学附属旭川中学校（北海道）
→北海道旭川東高校→日本大
学（2年） ④日本大学
⑤178㎝ ⑥85㎏
選手

ヘンプヒル

恵

（ヘンプヒル めぐ） 女
①1996年5月23日（21歳）
②京都府 ③私立京都文教中
学校（京都府）→私立京都文教
高 校（ 京 都 府 ）→ 中 央 大 学（3
年） ④中央大学 ⑤168㎝
⑥60㎏
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水泳／競泳
Swimming
監督

平井

伯昌

コーチ

梶川

悟

（かじかわ さとる） 男
①1981年7月16日（36歳）
②愛媛県 ③愛媛県立松山北
高校→早稲田大学→早稲田
大学大学院 ④早稲田大学 /
㈱大宮教育センター ⑩水泳
コーチ
コーチ

梅原

孝之

（うめはら たかゆき） 男
①1970年7月17日
（47歳）
②東京都 ③私立日本大学豊
山高校
（東京都）
→旭川大学
④㈱ジェイエスエス/JSSスイ
ミングスクール立石 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

草薙

健太

（くさなぎ けんた） 男
①1984年9月3日（32歳）
②北海道 ③私立沼津学園高
校（静岡県）→中京大学→中京
大学大学院 ④中京大学
⑩水泳上級コーチ

コーチ

仙石

泰雄

（せんごく やすお） 男
①1976年11月25日（40歳）
②大阪府 ③私立攻玉社高校
（東京都）→筑波大学→筑波大
学大学院 ④筑波大学 ⑩水
泳コーチ

コーチ

横山

貴

（よこやま たかし） 男
①1980年1月26日（37歳）
②長野県 ③私立東海大学付
属第三高校（長野県）→東海大
学→東海大学大学院 ④神奈
川大学 ⑩水泳上級コーチ

女子選手

役 員

合 計

16名

16名

12名

44名

コーチ

馬場

康博

（ばば やすひろ） 男
（34歳）
①1983年2月27日
②福岡県 ③私立佐賀学園高
校（佐賀県）→筑波大学 ④新
潟医療福祉大学 ⑩水泳コー
チ

ドクター

坂口

水泳／競泳

（ひらい のりまさ） 男
①1963年5月31日（54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ナショナルコーチ ⑩水泳
上級教師、水泳上級コーチ

男子選手

健史

（さかぐち たけふみ） 男
（35歳）
①1982年1月9日
②愛知県 ③愛知県立半田高
校→名古屋大学 ④名古屋大
学医学系研究科整形外科
⑩スポーツドクター

トレーナー

三富

陽輔

（みとみ ようすけ） 男
（31歳）
①1985年11月7日
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（公財）日本水泳連盟
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
（48歳）
①1969年1月30日
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（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
トレーナー

松浦

由生子

（まつうら ゆいこ） 女
（27歳）
①1990年4月16日
②石川県 ③富山県立富山中
部高校→広島大学→早稲田大
学大学院 ④早稲田大学スポ
ーツ科学研究科

総務

村松

さやか

（むらまつ さやか） 女
①1977年5月26日
（40歳）
②新潟県 ③新潟県立高田高
校→東洋大学 ④
（公財）
日本
水泳連盟 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
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水泳／競泳
Swimming

選手

中村

克

水泳／競泳

（なかむら かつみ） 男
①1994年2月21日（23歳）
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

中尾

駿一

（なかお しゅんいち） 男
①1995年11月23日（21歳）
②岡山県 ③倉敷市立倉敷東
中学校（岡山県）→岡山県立倉
敷青陵高校→岡山大学
（4年）
④岡山大学 ⑤182㎝
⑥63㎏
選手

松元

克央

（まつもと かつひろ） 男
①1997年2月28日
（20歳）

②福島県 ③葛飾区立常盤中
学校
（東京都）
→私立千葉商科
大学付属高校
（千葉県）
→明治
大学
（3年） ④明治大学 / セン
トラルスポーツ ⑤185 ㎝
⑥84㎏

選手

坂田

怜央

（さかた れお） 男
①1996年2月1日
（21歳）

②北海道 ③帯広市立南町中
学校
（北海道）
→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
スイミングクール ⑤181㎝
⑥66㎏

選手（主将）

萩野

公介

（はぎの こうすけ） 男
①1994年8月15日（23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㈱ブリヂストン ⑤177㎝
⑥71㎏
選手

陶山

周平

（すやま しゅうへい） 男
①1996年6月7日（21歳）
②山梨県 ③富士川町立増穂
中学校（山梨県）→私立山梨学
院付属高校（山梨県）→山梨学
院大学（3年） ④山梨学院大
学 ⑤182㎝ ⑥65㎏
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選手

仲家

慎吾

（なかや しんご） 男
（20歳）
①1996年9月12日
②北海道 ③調布市立第五中
学校（東京都）→私立八王子学
園八王子高校（東京都）→明治
大学（3年） ④明治大学 / アク
ラブ調布 ⑤182㎝ ⑥70㎏
選手

宇野

柊平

（うの しゅうへい） 男
（19歳）
①1997年10月25日
②大阪府 ③枚方市立中宮中
学校（大阪府）→私立桃山学院
高 校（ 大 阪 府 ）→ 中 京 大 学（2
年） ④中京大学 ⑤177㎝
⑥65㎏
選手

武良

竜也

（むら りゅうや） 男
（21歳）
①1996年7月3日
②鳥取県 ③米子市立加茂中
学校（鳥取県）→私立米子北高
校（鳥取県）→日本体育大学（3
年） ④日本体育大学
⑤173㎝ ⑥68㎏
選手

毛利

衛

（もうり まもる） 男
①1996年3月26日
（21歳）
②石川県 ③白山市立北辰中
学校
（石川県）
→私立金沢高校
（石川県）→東洋大学
（4年）
④東洋大学 / 東京マリン舎人
スイミング ⑤176㎝
⑥70㎏

選手

大久保

琳太郎

（おおくぼ りんたろう） 男
（21歳）
①1996年5月1日
②山形県 ③米沢市立第四中
学校（山形県）→私立豊川高校
（愛知県）→筑波大学（3年）
④筑波大学 ⑤170㎝
⑥68㎏
選手

小堀

勇氣

（こぼり ゆうき） 男
（23歳）
①1993年11月25日
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
ノスイムチーム ⑤183 ㎝
⑥77㎏

水泳／競泳
Swimming

選手

幌村

選手

尚

選手

瀬戸

大也

（せと だいや） 男
①1994年5月24日
（23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全日本空輸㈱/JSS毛呂山ス
イミングスクール ⑤174㎝
⑥73㎏

選手

野中

大暉

（のなか たいき） 男
①1997年1月7日（20歳）
②熊本県 ③八代市立第一中
学校（熊本県）→県立八代工業
高校（熊本県）→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤178㎝ ⑥74㎏
選手

青木

陽佑

（あおき ようすけ） 男
①1993年9月29日（23歳）
②東京都 ③三鷹市立第五中
学校（東京都）→私立堀越高校
（東京都）→新潟医療福祉大学
④新潟医療福祉大学
⑤172㎝ ⑥68㎏
選手

岡野

圭穂

（おかの かほ） 女
①1996年4月21日（21歳）
②群馬県 ③群馬県立中央中
等教育学校（前期課程）→群馬
県立中央中等教育学校（後期
課程）→筑波大学（3年） ④筑
波大学 ⑤173㎝ ⑥61㎏
選手

五十嵐

千尋

（いがらし ちひろ） 女
①1995年5月24日
（22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
（4年）
④日本体育大学 ⑤170 ㎝
⑥63㎏

岩本

愛結

（いわもと あゆ） 女
（20歳）
①1996年11月27日
②京都府 ③京都市立松原中
学校（京都府）→私立京都外大
西高校（京都府）→東洋大学（3
年） ④東洋大学 ⑤162㎝
⑥52㎏
選手

渡部

水泳／競泳

（ほろむら なお） 男
①1999年1月31日（18歳）
②兵庫県 ③西脇市立西脇南
中学校（兵庫県）→兵庫県立西
脇 工 業 高 校 → 早 稲 田 大 学（1
年） ④早稲田大学 ⑤168㎝
⑥68㎏

香生子

（わたなべ かなこ） 女
（20歳）
①1996年11月15日
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
（3年）
④早稲田大学 ⑤167㎝
⑥60㎏
選手

長谷川

鼓

（はせがわ つづみ） 女
（20歳）
①1996年10月1日
②山形県 ③鶴岡市立鶴岡第
三中学校（山形県）→山形県立
鶴岡工業高校→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤168㎝ ⑥66㎏
選手

大本

里佳

（おおもと りか） 女
①1997年5月8日
（20歳）
②京都府 ③私立立命館中学
校
（京都府）
→私立立命館高校
（京都府）→中央大学
（2年）
④中央大学 / イトマンスイミ
ングスクール ⑤172㎝
⑥58㎏

選手

森山

幸美

（もりやま ゆきみ） 女
（21歳）
①1996年8月9日
②愛知県 ③刈谷市立朝日中
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
⑤162㎝ ⑥62㎏
選手

小西

杏奈

（こにし あんな） 女
（21歳）
①1996年5月10日
②兵庫県 ③明石市立望海中
学校（兵庫県）→私立豊川高校
（愛知県）→中京大学（3年）
④中京大学 ⑤159㎝
⑥52㎏
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水泳／競泳
Swimming

選手

大橋

悠依

水泳／競泳

（おおはし ゆい） 女
①1995年10月18日（21歳）
②滋賀県 ③彦根市立東中学
校（滋賀県）→滋賀県立草津東
高校→東洋大学（4年） ④東
洋大学 ⑤173㎝ ⑥54㎏

選手

後藤

真由子

（ごとう まゆこ） 女
①1995年7月13日（22歳）
②愛知県 ③名古屋市立港南
中学校（愛知県）→私立中京大
学付属中京高校（愛知県）→神
奈川大学（4年） ④神奈川大
学 ⑤168㎝ ⑥56㎏
選手

青木

玲緒樹

（あおき れおな） 女
①1995年2月24日（22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）→東洋大学 ④ミキ
ハウス ⑤168㎝ ⑥56㎏

選手

平山

友貴奈

（ひらやま ゆきな） 女
①1995年12月19日（21歳）
②千葉県 ③香取市立小見川
中学校（千葉県）→私立鹿島学
園高校（茨城県）→筑波大学（4
年） ④筑波大学 ⑤170㎝
⑥56㎏
選手

金子

喜恵

（かねこ きえ） 女
①1997年6月17日（20歳）
②神奈川県 ③町田市立小山
田中学校（神奈川県）→私立日
本大学藤沢高校（神奈川県）→
日本体育大学（2年） ④日本
体育大学 ⑤152㎝ ⑥49㎏
選手

寺村

美穂

（てらむら みほ） 女
①1994年9月27日（22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セントラルスポーツ
⑤165㎝ ⑥53㎏

20

The 29th Universiade Taipei 2017

選手

露内

若葉

（つゆうち わかば） 女
（22歳）
①1995年5月14日
②京都府 ③京田辺市立培良
中学校（京都府）→私立京都外
大西高校（京都府）→東洋大学
（4年） ④東洋大学
⑤165㎝ ⑥56㎏
選手

新倉

みなみ

（にいくら みなみ） 女
（19歳）
①1998年3月2日
②東京都 ③台東区立桜橋中
学校（東京都）→私立東京立正
高校
（東京都）
→明治大学
④セントラルフィットネスク
ラブ目黒 ⑤164㎝ ⑥59㎏

水泳／飛込
Diving
監督

坂田

和也

コーチ

馬淵

女子選手

役 員

合 計

2名

3名

2名

7名

選手

榎本

遼香

（えのもと はるか） 女
（20歳）
①1996年9月14日
②栃木県 ③私立作新学院中
等部（栃木県）→私立作新学院
高等部（栃木県）→筑波大学（3
年） ④筑波大学 ⑤164㎝
⑥55㎏

水泳／飛込

（さかた かずや） 男
①1973年11月15日（43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
⑩水泳上級コーチ

男子選手

崇英

（まぶち すうえい） 男
①1963年10月20日（53歳）
②中華人民共和国 ③上海市
体育技術学院中高校部（中国）
→神戸国際大学 ④JSS宝塚
⑩水泳上級コーチ

選手

須山

晴貴

（すやま はるき） 男
①1998年3月9日（19歳）
②島根県 ③松江市立湖東中
学校（島根県）→私立松徳学院
高 校（ 島 根 県 ）→ 島 根 大 学（2
年） ④島根大学 ⑤175㎝
⑥72㎏
選手

村上

和基

（むらかみ かずき） 男
①1989年5月19日（28歳）
②群馬県 ③富岡市立南中学
校（群馬県）→私立前橋育英高
校（群馬県）
→星槎大学
（4年）
④三重県体育協会/JSS宝塚
⑤156㎝ ⑥54㎏
選手

馬淵

優佳

（まぶち ゆか） 女
①1995年2月5日（22歳）
②兵庫県 ③宝塚市立宝塚中
学校（兵庫県）→私立甲子園学
院高校
（兵庫県）
→立命館大学
④JSS宝塚 ⑤165㎝
⑥48㎏
選手

金戸

華

（かねと はな） 女
①1998年8月20日（18歳）
②埼玉県 ③私立日出中学校
（東京都）→私立日出高校（東
京都）→日本大学（1年） ④日
本大学 / セントラルダイビン
グチーム ⑤159㎝ ⑥56㎏
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水泳／水球【男子】
Water Polo (Men)
チームリーダー

南

隆尚

水泳／水球【男子】

（みなみ たかひさ） 男
①1966年8月10日
（51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

監督

中嶋

崇光

（なかしま たかみつ） 男
①1972年12月10日（44歳）
②福岡県 ③福岡県立福岡工
業高校→日本体育大学 ④日
本体育大学 ⑩水泳上級コー
チ

コーチ

塩田

義法

（しおた よしのり） 男
①1982年8月12日
（35歳）
②鹿児島県 ③私立熊本学園
大学付属高校
（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 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

トレーナー

小菅

亨

（こすげ とおる） 男
①1990年8月11日（27歳）
②千葉県 ③千葉県立幕張総
合高校→了徳寺大学→順天堂
大学大学院 ④日本体育大学

選手

福島

丈貴

（ふくしま ともよし） 男
①1993年6月3日
（24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㈱/King Fisher 74
⑤178㎝ ⑥74㎏

選手

飯田

純士

（いいだ あつと） 男
①1993年12月24日
（23歳）
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㈱/
King Fisher 74 ⑤181 ㎝
⑥85㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

13名

ー

4名

17名

選手

荒井

陸

（あらい あつし） 男
①1994年2月3日
（23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 /
King Fisher 74 ⑤168 ㎝
⑥63㎏

選手

足立

聖弥

（あだち せいや） 男
（22歳）
①1995年6月24日
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（4年） ④日本体育大学
⑤172㎝ ⑥75㎏
選手

吉田

拓馬

（よしだ たくま） 男
①1994年10月11日
（22歳）
②滋賀県 ③長浜市立浅井中
学校
（滋賀県）
→滋賀県立長浜
北星高校→日本体育大学
④東京ガスクリエイティブ㈱
/King Fisher 74 ⑤172㎝
⑥75㎏

選手

荒木

健太

（あらき けんた） 男
（22歳）
①1995年4月6日
②福岡県 ③国立福岡教育大
学附属福岡中学校（福岡県）→
福岡県立福岡工業高校→日本
体育大学（4年） ④日本体育
大学 ⑤186㎝ ⑥92㎏
選手

高田

充

（たかた みつる） 男
（21歳）
①1995年12月8日
②広島県 ③広島市立宇品中
学校（広島県）→私立関西高校
（ 岡 山 県 ）→ 日 本 体 育 大 学（4
年） ④日本体育大学
⑤181㎝ ⑥84㎏
選手

川本

周磨

（かわもと しゅうま） 男
（21歳）
①1996年4月23日
②石川県 ③白山市立松任中
学校（石川県）→金沢市立工業
高校（石川県）→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤175㎝ ⑥75㎏

水泳／水球【男子】
Water Polo (Men)

選手

稲場

航平

選手

伊達

水泳／水球【男子】

（いなば こうへい） 男
①1996年1月27日（21歳）
②富山県 ③富山市立堀川中
学校（富山県）→富山県立富山
北部高校→筑波大学（4年）
④筑波大学 ⑤177㎝
⑥80㎏

清武

（だて きよむ） 男
①1997年4月9日（20歳）
②大阪府 ③さいたま市立与
野西中学校（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
⑤173㎝ ⑥70㎏
選手

大本

航生

（おおもと かずき） 男
①1996年9月17日（20歳）
②京都府 ③京都市立花山中
学校（京都府）→京都府立鳥羽
高校→筑波大学（3年） ④筑
波大学 ⑤181㎝ ⑥90㎏

選手

コップ 晴紀イラリオ

（コップ はるきイラリオ） 男
①1998年12月28日（18歳）
②京都府 ③時津市立時津中
学校（長崎県）→私立秀明英光
高校（埼玉県）→日本体育大学
（1年） ④日本体育大学
⑤184㎝ ⑥80㎏
選手

橋本

一輝

（はしもと かずき） 男
①1996年4月3日（21歳）
②大阪府 ③豊中市立第十中
学校（大阪府）→金沢市立工業
高校（石川県）→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤182㎝ ⑥85㎏
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水泳／水球【女子】
Water Polo (Women)
監督

加藤

英雄

（かとう ひでお） 男
①1960年12月8日（56歳）
②埼玉県 ③埼玉県立川口高
校→筑波大学 ④秀明大学
⑩水泳上級コーチ
水泳／水球【女子】

コーチ

大井

恵滋

（おおい けいじ） 男
①1972年6月17日
（45歳）
②東京都 ③私立埼玉栄高校
→日本体育大学 ④学校法人
佐藤栄学園栄東高校 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

総務

渡邉

泰典

（わたなべ やすのり） 男
①1985年10月19日（31歳）
②和歌山県 ③京都府立鳥羽
高校→筑波大学→筑波大学大
学院 ④仙台大学 ⑩水泳上
級コーチ

選手

青木

美友

（あおき みゆう） 女
①1993年7月8日（24歳）
②東京都 ③江東区立深川第
三中学校（東京都）→私立藤村
女子高校（東京都）→東京女子
体育大学 ④㈱オーエンス /
藤村 ⑤171㎝ ⑥59㎏
選手

鈴木

琴莉

（すずき ことり） 女
①1996年12月8日（20歳）
②山形県 ③山形市立第一中
学校（山形県）→私立秀明英光
高 校（ 埼 玉 県 ）→ 秀 明 大 学（3
年） ④秀明大学 ⑤165㎝
⑥54㎏
選手

坂上

千明

（さかのうえ ちあき） 女
①1996年6月5日（21歳）
②高知県 ③千葉市立磯辺第
二中学校（千葉県）→千葉県立
幕 張 総 合 高 校 → 秀 明 大 学（3
年） ④秀明大学 ⑤166㎝
⑥58㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

ー

13名

3名

16名

選手

野呂

美咲季

（のろ みさき） 女
（21歳）
①1996年4月12日
②神奈川県 ③船橋市高根台
中学校（千葉県）→私立千葉敬
愛高校（千葉県）→秀明大学（3
年） ④秀明大学 ⑤158㎝
⑥54㎏
選手

新澤

由貴

（にいざわ ゆき） 女
（20歳）
①1997年2月13日
②山口県 ③明石市立衣川中
学校（兵庫県）→兵庫県立明石
西高校→日本体育大学
（3年）
④日本体育大学 ⑤159 ㎝
⑥53㎏
選手

稲場

朱里

（いなば あかり） 女
（19歳）
①1998年2月2日
②富山県 ③富山市立堀川中
学校（富山県）→私立秀明英光
高 校（ 埼 玉 県 ）→ 秀 明 大 学（2
年） ④秀明大学 ⑤164㎝
⑥57㎏
選手

細谷

香奈

（ほそや かな） 女
①1994年10月13日
（22歳）
②山形県 ③山形市立金井中
学校
（山形県）
→山形県立山形
工業高校→日本体育大学
④CNCグループ㈱コスモネッ
ト/日体クラブ ⑤160㎝
⑥56㎏

選手

山本

実乃里

（やまもと みのり） 女
（19歳）
①1997年10月14日
②京都府 ③京都市立洛北中
学（京都府）→私立秀明英光高
校
（埼玉県）
→秀明大学
（2年）
④秀明大学 ⑤157㎝
⑥75㎏
選手

徳用

万里奈

（とくもと まりな） 女
（21歳）
①1996年2月2日
②石川県 ③白山市立松任中
学校（石川県）→私立秀明英光
高校（埼玉県）→早稲田大学（4
年） ④早稲田大学 ⑤164㎝
⑥56㎏

水泳／水球【女子】
Water Polo (Women)

選手

有馬

優美

選手

齊藤

水泳／水球【女子】

（ありま ゆうみ） 女
①1997年9月9日
（19歳）
②鹿児島県 ③鹿児島市立東
谷山中学校
（鹿児島県）
→私立
鹿児島情報高校
（鹿児島県）
→
東京女子体育大学
（2年）
④東京女子体育大学
⑤173㎝ ⑥71㎏

葵

（さいとう あをい） 女
①1995年6月25日（22歳）
②茨城県 ③つくば市立竹園
東中学校（茨城県）→茨城県立
竹園高校→筑波大学（4年）
④筑波大学 ⑤164㎝
⑥62㎏
選手

風間

祐李

（かざま ゆり） 女
①1996年10月3日（20歳）
②埼玉県 ③川口市立東中学
校（埼玉県）→私立秀明英光高
校（埼玉県）
→秀明大学
（3年）
④秀明大学 ⑤160㎝
⑥59㎏
選手

塩谷

南美

（しおや みなみ） 女
①1997年7月27日（20歳）
②京都府 ③京都市立下京中
学校（京都府）→私立秀明英光
高 校（ 埼 玉 県 ）→ 秀 明 大 学（2
年） ④秀明大学 ⑤173㎝
⑥65㎏
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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㎏
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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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テニス
Tennis
チームリーダー

右近

憲三

（うこん けんそう） 男
①1958年4月16日（59歳）
②広島県 ③私立広陵高校
（広島県）→日本大学 ④神戸
松蔭女子学院大学 ⑨ JOCNCA修了者 ⑩テニス上級コ
ーチ
監督

宮地

弘太郎

テニス

（みやち こうたろう） 男
①1974年2月18日（43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大阪体育
大学

監督

細木

祐子

（ほそき ゆうこ） 女
①1968年11月12日（48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 ⑩テニス上
級コーチ
トレーナー

安田

忍

（やすだ しのぶ） 男
①1973年11月17日（43歳）
②神奈川県 ③神奈川県立大
清水高校→文教大学 ④法政
大学

選手

今井

慎太郎

（いまい しんたろう） 男
①1993年9月7日
（23歳）
②神奈川県 ③国立横浜国立
大学教育人間科学部附属鎌倉
中学校
（神奈川県）
→私立湘南
工科大学附属高校
（神奈川県）
→早稲田大学 ④東通産業
⑤179㎝ ⑥76㎏

選手

上杉

海斗

（うえすぎ かいと） 男
①1995年6月2日（22歳）
②大阪府 ③堺市立中百舌鳥
中学校（大阪府）→私立清風高
校（大阪府）→慶應義塾大学（4
年） ④慶應義塾大学
⑤179㎝ ⑥74㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

4名

4名

4名

12名

選手

伊藤

雄哉

（いとう ゆうや） 男
（20歳）
①1997年1月9日
②神奈川県 ③横浜市立奈
良中学校
（ 神 奈 川 県 ）→ S t .
（ オーストラ
Peter s College
リア）
→University of Texas at
（2年） ④ University
Austin
of Texas at Austin ⑤180㎝
⑥72㎏

選手

小林

雅哉

（こばやし まさや） 男
（19歳）
①1997年9月22日
②東京都 ③私立共栄学園中
学校（東京都）→私立東京学館
浦安高校（千葉県）→早稲田大
学
（2年） ④早稲田大学
⑤170㎝ ⑥62㎏
選手

加治

遥

（かじ はるか） 女
（22歳）
①1994年9月25日
②岡山県 ③津山市立久米中
学校（岡山県）→私立園田学園
高校（兵庫県）→園田学園女子
大学 ④島津製作所
⑤165㎝ ⑥67㎏
選手

林

恵里奈

（はやし えりな） 女
（23歳）
①1994年7月21日
②福井県 ③鯖江市立東陽中
学校（福井県）→私立仁愛女子
高校（福井県）→早稲田大学
④福井県体育協会 ⑤168㎝
⑥50㎏
選手

牛島

里咲

（うしじま りさ） 女
（21歳）
①1996年5月10日
②愛知県 ③高崎市立倉賀野
中学校（群馬県）→私立地球環
境高校（長野県）→筑波大学（3
年） ④筑波大学 ⑤158㎝
⑥48㎏
選手

梶谷

桜舞

（かじたに ろぶ） 女
（23歳）
①1994年1月27日
②大分県 ③国立大分大学教
育福祉科学部附属中学校（大
分県）→私立富士見丘高校（東
京都）→早稲田大学 ④島津
製作所 ⑤160㎝ ⑥54㎏

バレーボール【男子】
Volleyball (Men)
監督

松井

泰二

（まつい たいじ） 男
①1966年12月8日
（50歳）
②東京都 ③千葉県立八千代
高校→早稲田大学→筑波大学
大学院 ④早稲田大学スポー
ツ科学学術院 ⑩バレーボー
ルコーチ
（H29.10 〜バレーボ
ール上級コーチへ昇格予定）

コーチ

秋山

央

ドクター

向山

俊輔

（むこうやま しゅんすけ） 男
①1981年2月26日（36歳）
②神奈川県 ③私立駿台甲府
高校（山梨県）→富山医科薬科
大学 ④沼津市立病院 ⑩ス
ポーツドクター

トレーナー

村本

勇貴

（むらもと ゆうき） 男
①1986年7月25日（31歳）
②石川県 ③石川県立小松高
校→首都大学→早稲田大学大
学院 ④かつしか江戸川病院

技術スタッフ

藤田

和広

（ふじた かずひろ） 男
①1979年5月5日（38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㈱
⑩バレーボール上級コーチ

選手

髙野

直哉

（たかの なおや） 男
①1993年4月30日（24歳）
②大分県 ③大分市立稙田南
中学校（大分県）→大分県立大
分工業高校→東亜大学 ④堺
ブレイザーズ ⑤190㎝
⑥74㎏

女子選手

役 員

合 計

12名

−

5名

17名

選手

今村

貴彦

（いまむら たかひこ） 男
（24歳）
①1993年5月20日
②宮崎県 ③延岡市立南中学
校（宮崎県）→私立日向学院高
校
（宮崎県）
→中央大学
④パナソニックパンサーズ
⑤193㎝ ⑥92㎏
選手

藤中

謙也

（ふじなか けんや） 男
（24歳）
①1993年7月25日
②山口県 ③防府市立大道中
学校（山口県）→山口県立宇部
商業高校→専修大学 ④サン
トリーサンバーズ ⑤190㎝
⑥85㎏
選手

福山

バレーボール【男子】

（あきやま なかば） 男
①1970年3月3日（47歳）
②神奈川県 ③私立日本大学
三島高校（静岡県）→筑波大学
→筑波大学大学院 ④筑波大
学 ⑩バレーボール上級コー
チ

男子選手

汰一

（ふくやま たいち） 男
（23歳）
①1993年12月20日
②熊本県 ③熊本市立東部中
学校（熊本県）→私立鎮西高校
（熊本県）→早稲田大学 ④ジ
ェイテクトSTINGS ⑤191㎝
⑥70㎏
選手

山口

頌平

（やまぐち しょうへい） 男
（23歳）
①1994年7月21日
②長崎県 ③佐世保市立崎辺
中学校（長崎県）→長崎県立大
村工業高校→早稲田大学
④堺ブレイザーズ ⑤174㎝
⑥66㎏
選手

兒玉

康成

（こだま やすなり） 男
①1994年7月24日
（23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）→筑波大学 ④パナソニ
ックパンサーズ ⑤195 ㎝
⑥89㎏

選手

山本

智大

（やまもと ともひろ） 男
（22歳）
①1994年11月5日
②北海道 ③恵庭市立恵庭中
学校（北海道）→私立とわの森
三愛高校（北海道）→日本体育
大学 ④ FC 東京 ⑤170 ㎝
⑥60㎏
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バレーボール【男子】
Volleyball (Men)

選手

久原

翼

（ひさはら つばさ） 男
①1995年3月18日（22歳）
②兵庫県 ③尼崎市立南武庫
之荘中学校（兵庫県）→尼崎市
立尼崎高校（兵庫県）→東海大
学 ④パナソニックパンサー
ズ ⑤188㎝ ⑥77㎏
選手

秦

耕介

バレーボール【男子】

（はた こうすけ） 男
①1995年7月15日（22歳）
②神奈川県 ③私立駿台学園
中学校（東京都）→私立駿台学
園高校（東京都）→筑波大学（4
年） ④筑波大学 ⑤191㎝
⑥83㎏
選手

酒井

啓輔

（さかい けいすけ） 男
①1996年8月25日（20歳）
②静岡県 ③磐田市立豊田中
学校（静岡県）→静岡県立浜松
商業高校→筑波大学（3年）
④筑波大学 ⑤186㎝
⑥70㎏
選手

荻原

泰

（おぎはら ゆたか） 男
①1995年8月1日（22歳）
②長野県 ③佐久市立中込中
学校（長野県）→長野県立岡谷
工業高校→順天堂大学
（4年）
④順天堂大学 ⑤187㎝
⑥73㎏
選手

渡邊

侑磨

（わたなべ ゆうま） 男
①1994年7月19日（23歳）
②愛知県 ③江南市立布袋中
学校（愛知県）→私立東山高校
（京都府）→中央大学 ④豊田
合成トレフェルサ ⑤193㎝
⑥86㎏
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バレーボール【女子】
Volleyball (Women)
チームリーダー

中西

康己

（なかにし やすみ） 男
①1967年6月5日（50歳）
②広島県 ③広島県立神辺旭
高校→筑波大学→筑波大学大
学院 ④筑波大学 ⑩バレー
ボール上級コーチ

監督

藤井

壮浩

コーチ

今丸

好一郎

（いままる こういちろう） 男
①1969年6月7日（48歳）
②福岡県 ③福岡県立宗像高
校→筑波大学→筑波大学大学
院 ④東京女子体育大学
⑩バレーボールコーチ

コーチ

根本

研

（ねもと けん） 男
①1972年2月13日（45歳）
②新潟県 ③私立東洋高校
（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 ⑩バレーボール上級
コーチ
トレーナー

吉野

直美

（よしの なおみ） 女
①1969年10月29日（47歳）
②埼玉県 ③埼玉県立深谷第
一高校→東京女子体育大学→
東北大学大学院 ④医療法人
豊岡整形外科病院 ⑩アスレ
ティックトレーナー
選手

小田

桃香

（おだ ももか） 女
①1994年1月28日（23歳）
②滋賀県 ③大津市立日吉中
学校（滋賀県）→私立京都橘高
校（京都府）→東海大学 ④ト
ヨタ車体㈱ ⑤174㎝
⑥69㎏

女子選手

役 員

合 計

−

12名

5名

17名

選手

今村

優香

（いまむら ゆうか） 女
（23歳）
①1993年9月2日
②東京都 ③私立駿台学園中
学校（東京都）→私立駿台学園
高校
（東京都）
→青山学院大学
④久光製薬㈱ ⑤175㎝
⑥69㎏
選手

村永

奈央

（むらなが なお） 女
（23歳）
①1993年12月26日
②山形県 ③明石市立江井島
中学校（兵庫県）→兵庫県立明
石清水高校→神戸新和女子大
学 ④トヨタ車体㈱
⑤179㎝ ⑥66㎏
選手

柴田

バレーボール【女子】

（ふじい まさひろ） 男
①1973年3月6日（44歳）
②宮城県 ③私立東北高校
（宮城県）→東海大学 ④東海
大学 ⑩バレーボールコーチ

男子選手

真果

（しばた みか） 女
（23歳）
①1994年6月7日
②京都府 ③京都市立烏丸中
学校（京都府）→私立京都橘高
校（京都府）→日本体育大学
④日本たばこ産業㈱
⑤170㎝ ⑥64㎏
選手

塚田

しおり

（つかだ しおり） 女
（22歳）
①1994年9月7日
②神奈川県 ③川崎市立生田
中学校（神奈川県）→川崎市立
橘高校
（神奈川県）
→筑波大学
④日本電気㈱ ⑤175㎝
⑥65㎏
選手

小島

満菜美

（こじま まなみ） 女
（22歳）
①1994年11月7日
②宮城県 ③市川市立妙典中
学校（千葉県）→船橋市立船橋
高校
（千葉県）
→青山学院大学
④日本電気㈱ ⑤158㎝
⑥58㎏
選手

山内

美咲

（やまうち みさき） 女
（22歳）
①1995年3月10日
②沖縄県 ③糸満市立兼城中
学校（沖縄県）→沖縄県立西原
高校→東海大学 ④日本電気
㈱ ⑤173㎝ ⑥69㎏

The 29th Universiade Taipei 2017

35

バレーボール【女子】
Volleyball (Women)

選手

井上

愛里沙

（いのうえ ありさ） 女
①1995年5月8日（22歳）
②京都府 ③私立就実中学校
（岡山県）→京都府立西舞鶴高
校→筑波大学（4年） ④筑波
大学 ⑤180㎝ ⑥67㎏

選手

杉

郁香

バレーボール【女子】

（すぎ あやか） 女
①1996年2月14日（21歳）
②石川県 ③多治見市立多治
見中学校（岐阜県）→岐阜県立
岐阜商業高校→東京女子体育
大学（4年） ④東京女子体育
大学 ⑤178㎝ ⑥72㎏
選手

丸尾

遥香

（まるお はるか） 女
①1996年8月15日（21歳）
②千葉県 ③熊取町立熊取中
学校（大阪府）→私立金蘭会高
校（大阪府）
→筑波大学
（3年）
④筑波大学 ⑤175㎝
⑥68㎏
選手

野嶋

華澄

（のじま かすみ） 女
①1997年5月9日（20歳）
②神奈川県 ③私立八王子実
践中学校（東京都）→私立八王
子実践高校（東京都）→青山学
院大学（2年） ④青山学院大
学 ⑤180㎝ ⑥70㎏
選手

横田

真未

（よこた まみ） 女
①1997年12月10日（19歳）
②愛知県 ③長野市立裾花中
学校（長野県）→私立古川学園
高 校（ 宮 城 県 ）→ 東 海 大 学（2
年） ④東海大学 ⑤177㎝
⑥62㎏
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体操／体操競技【男子】 男子選手
Artistic Gymnastics (Men)
監督

原田

睦巳

（はらだ むつみ） 男
①1975年9月24日（41歳）
②京都府 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
⑩体操コーチ

コーチ

森泉

貴博

コーチ

米田

（よねだ いさお） 男
①1977年8月20日（39歳）
②ドイツ ③私立清風高校
（大阪府）
→順天堂大学
④（ 一 社 ）徳 洲 会 ⑨ J O C NCA修了者

齋藤

良宏

（さいとう よしひろ） 男
①1976年8月29日（40歳）
②京都府 ③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→順天堂大学→順天
堂大学大学院 ④セントラル
スポーツ㈱

トレーナー

大川

合 計

−

6名

11名

選手

谷川

航

（たにがわ わたる） 男
（21歳）
①1996年7月23日
②千葉県 ③船橋市立法田中
学校（千葉県）→船橋市立船橋
高校（千葉県）→順天堂大学（3
年） ④順天堂大学 ⑤159㎝
⑥52㎏
選手

神本

雄也

（かもと ゆうや） 男
（22歳）
①1994年9月14日
②東京都 ③私立武蔵野東中
学校（東京都）→私立関西高校
（岡山県）
→日本体育大学
④㈱コナミスポーツクラブ
⑤157㎝ ⑥60㎏
選手

功

コーチ

役 員

和行

（おおかわ かずゆき） 男
①1974年6月30日（43歳）
②千葉県 ③千葉県立鎌ヶ谷
西高校→東京医療専門学校
④独立行政法人日本スポーツ
振興センター

野々村

体操／体操競技【男子】

（もりいずみ たかひろ） 男
①1970年11月26日（46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 ⑨JOCNCA修了者 ⑩体操上級コー
チ

5名

女子選手

笙吾

（ののむら しょうご） 男
①1993年8月16日
（24歳）
②千葉県 ③八千代市立村上
東中学校
（千葉県）
→船橋市立
船橋高校
（千葉県）
→順天堂大
学→順天堂大学大学院
（2年）
④セントラルスポーツ㈱
⑤155㎝ ⑥53㎏

選手

千葉

健太

（ちば けんた） 男
（21歳）
①1996年4月4日
②大阪府 ③大阪市立白鷲中
学校（大阪府）→私立清風高校
（大阪府）
→順天堂大学
（3年）
④順天堂大学 ⑤160㎝
⑥52㎏
選手

長谷川

智将

（はせがわ ともまさ） 男
（24歳）
①1993年5月30日
②福岡県 ③小松市立御幸中
学校（石川県）→私立関西高校
（岡山県）
→日本体育大学
④（一社）徳洲会 ⑤167 ㎝
⑥60㎏

技術スタッフ

平瀬戸

龍二

（ひらせと りゅうじ） 男
①1988年4月21日（29歳）
②神奈川県 ③神奈川県立氷
取沢高校→日本体育大学
⑧専任情報・科学スタッフ
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体操／体操競技【女子】 男子選手
Artistic Gymnastics (Women)
監督

田中

光

（たなか ひかる） 男
①1972年7月19日（45歳）
②和歌山県 ③私立清風高校
（大阪府）→筑波大学→兵庫教
育大学大学院 ④流通経済大
学

コーチ

塩山

勝

体操／体操競技【女子】

（しおやま まさる） 男
①1970年9月8日
（46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
任コーチングディレクター
（トップアスリート担当）
⑩体操コーチ

コーチ

大野

和邦

（おおの かずくに） 男
①1970年9月25日（46歳）
②福井県 ③私立洛南高校
（京都府）→日本体育大学→日
本体育大学大学院 ④武庫川
女子大学 ⑩体操上級コーチ

コーチ

瀬尾

京子

（せお きょうこ） 女
①1972年6月28日（45歳）
②山形県 ③私立藤村女子高
校（東京都）→日本体育大学→
弘前大学大学院 ④学校法人
日本体育大学

トレーナー

齋藤

和宏

（さいとう かずひろ） 男
①1963年2月26日（54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
①1995年11月19日
（21歳）
②愛知県 ③私立名古屋経済
大学市邨中学校
（ 愛 知 県 ）→
私立名古屋経済大学市邨高校
（愛知県）→中京大学
（4年）
④中京大学 ⑤142㎝
⑥38㎏
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−

女子選手

役 員

合 計

5名

5名

10名

選手

笹田

夏実

（ささだ なつみ） 女
（21歳）
①1995年8月31日
②東京都 ③練馬区立大泉第
二中学校（東京都）→私立帝京
高校（東京都）→日本体育大学
（4年） ④日本体育大学
⑤153㎝ ⑥48㎏
選手

内山

由綺

（うちやま ゆき） 女
（19歳）
①1998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）
→早稲田大学
（1年）
④早稲田大学 ⑤161㎝
⑥51㎏
選手

中村

有美香

（なかむら ゆみか） 女
（20歳）
①1997年6月21日
②大阪府 ③東大阪市立金岡
中学校（大阪府）→私立四天王
寺高校（大阪府）→日本体育大
学（2年） ④日本体育大学
⑤153㎝ ⑥44㎏
選手

刀根

綾菜

（とね あやな） 女
（19歳）
①1998年5月12日
②愛知県 ③名古屋市立牧の
池中学校（愛知県）→私立東海
学園高校（愛知県）→武庫川女
子大学（1年） ④武庫川女子
大学 ⑤148㎝ ⑥46㎏

バスケットボール【男子】 男子選手
Basketball (Men)
チームリーダー

山本

明

（やまもと あきら） 男
①1969年5月1日（48歳）
②大阪府 ③大阪府立富田林
高校→筑波大学→筑波大学大
学院 ④（公財）日本バスケッ
トボール協会 ⑩バスケット
ボール上級コーチ
監督

陸川

章

（りくかわ あきら） 男
①1962年3月11日（55歳）
②新潟県 ③新潟県立新井高
校→日本体育大学 ④東海大
学 ⑩バスケットボール上級
コーチ

バスケットボール【男子】

コーチ

池内

泰明

（いけうち やすあき） 男
①1960年1月12日（57歳）
②福島県 ③福島県立郡山商
業高校→拓殖大学→筑波大学
大学院 ④拓殖大学体育振興
課 ⑩バスケットボール上級
コーチ
コーチ

比嘉

靖

（ひが やすし） 男
①1973年9月9日（43歳）
②沖縄県 ③沖縄県立中部工
業高校→大阪体育大学→大阪
体育大学大学院 ④大阪体育
大学体育学部 ⑩バスケット
ボールコーチ
トレーナー

吉本

完明

（よしもと さだあき） 男
①1963年3月2日（54歳）
②東京都 ③私立城西大学付
属 城 西 高 校（ 東 京 都 ）→ 青 山
学院大学 ④青山学院大学
⑩アスレティックトレーナー
（H29.10.1〜予定）
総務

岩部

大輝

（いわべ ひろき） 男
①1994年1月9日（23歳）
②神奈川県 ③神奈川県立麻
溝台高校→東海大学→東海大
学大学院 ④東海大学大学院
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12名

女子選手

役 員

合 計

−

6名

18名

選手

ベンドラメ

礼生

（ベンドラメ れお） 男
（23歳）
①1993年11月14日
②福岡県 ③筑紫野市立筑紫
野中学校（福岡県）→宮崎県立
延岡学園高校→東海大学
④サンロッカーズ渋谷
⑤183㎝ ⑥79㎏
選手

原

修太

（はら しゅうた） 男
（23歳）
①1993年12月17日
②千葉県 ③船橋市立高根台
中学校（千葉県）→習志野市立
習志野高校（千葉県）→国士舘
大学 ④千葉ジェッツ
⑤187㎝ ⑥88㎏
選手

角野

亮伍

（すみの りょうご） 男
①1996年6月14日
（21歳）
②神奈川県 ③厚木市立厚木
中学校
（神奈川県）
→私立藤枝
明誠高校
（静岡県）
→サウザン
ニューハンプシャー大学
（2
年） ④サウザンニューハン
プシャー大学 ⑤190㎝
⑥88㎏

選手

田渡

凌

（たわたり りょう） 男
（24歳）
①1993年6月29日
②東京都 ③私立京北中学校
（東京都）→私立京北高校（東
京都）
→ドミニカン大学
④横浜ビー・コルセアーズ
⑤179㎝ ⑥85㎏
選手

安藤

周人

（あんどう しゅうと） 男
（23歳）
①1994年6月13日
②三重県 ③四日市市立内部
中学校（三重県）→三重県立四
日市工業高校→青山学院大学
④名古屋ダイヤモンドドルフ
ィンズ ⑤189㎝ ⑥89㎏
選手

齋藤

拓実

（さいとう たくみ） 男
（22歳）
①1995年8月11日
②神奈川県 ③川崎市立白鳥
中学校（神奈川県）→私立桐光
学園高校（神奈川県）→明治大
学
（4年） ④明治大学
⑤172㎝ ⑥63㎏

バスケットボール【男子】
Basketball (Men)

選手

杉浦

佑成

（すぎうら ゆうせい） 男
①1995年6月24日（22歳）
②東京都 ③世田谷区立梅丘
中学校（東京都）→私立福岡大
学附属大濠高校（福岡県）→筑
波大学（4年） ④筑波大学
⑤195㎝ ⑥95㎏
選手

佐藤

卓磨

（さとう たくま） 男
①1995年5月10日（22歳）
②北海道 ③札幌市立常盤中
学校（北海道）→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
⑤194㎝ ⑥90㎏

玉木

バスケットボール【男子】

選手

祥護

（たまき しょうご） 男
①1996年8月30日（20歳）
②北海道 ③札幌市立向陵中
学校（北海道）→札幌市立旭丘
高 校（ 北 海 道 ）→ 筑 波 大 学（3
年） ④筑波大学 ⑤195㎝
⑥96㎏
選手

ナナー ダニエル 弾

（ナナー ダニエル だん） 男
①1997年6月2日（20歳）
②神奈川県 ③私立横須賀学
院中学校（神奈川県）→私立横
須賀学院高校（神奈川県）→青
山学院大学（2年） ④青山学
院大学 ⑤197㎝ ⑥99㎏
選手

平岩

玄

（ひらいわ げん） 男
①1997年12月5日（19歳）
②愛知県 ③日進市立日進東
中学校（愛知県）→私立土浦日
本大学高校（茨城県）→東海大
学（2年） ④東海大学
⑤199㎝ ⑥103㎏
選手

増田

啓介

（ますだ けいすけ） 男
①1998年1月22日（19歳）
②静岡県 ③私立静岡大成中
学校（静岡県）→私立福岡大学
附属大濠高校（福岡県）→筑波
大学（2年） ④筑波大学
⑤192㎝ ⑥83㎏
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バスケットボール【女子】 男子選手
Basketball (Women)
チームリーダー

野寺

和彦

（のでら かずひこ） 男
①1957年2月3日（60歳）
②東京都 ③習志野市立習志
野高校（千葉県）→玉川大学→
東京学芸大学大学院 ④玉川
大学 ⑩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
①1967年1月4日（50歳）
②福岡県 ③福岡県立宗像高
校→福岡教育大学 ④白鷗大
学 ⑩バスケットボール上級
コーチ

バスケットボール【女子】

コーチ

佐久本

智

（さくもと さとし） 男
①1972年4月28日（45歳）
②沖縄県 ③私立福岡大学附
属大濠高校（福岡県）→日本大
学 ④ JXTG エネルギー㈱
⑩バスケットボールコーチ

コーチ

木下

佳子

（きのした よしこ） 女
①1975年4月25日（42歳）
②東京都 ③私立実践学園高
校（東京都）→日本体育大学→
筑波大学大学院 ④日本体育
大学 ⑩バスケットボールコ
ーチ
トレーナー

清水

結

（しみず ゆう） 女
①1977年2月7日
（40歳）
②東京都 ③私立関東国際高
校
（東京都）
→日本体育大学→
東京衛生学園専門学校 ④と
つか西口整形外科 スポーツ
医学センター ⑩アスレティ
ックトレーナー

総務

田邊

広子

（たなべ ひろこ） 女
①1966年10月4日（50歳）
②愛知県 ③私立名古屋短期
大学付属高校（愛知県） ④ト
ヨタ自動車㈱
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−

女子選手

役 員

合 計

12名

6名

18名

選手

村山

翠

（むらやま みどり） 女
（24歳）
①1993年7月1日
②千葉県 ③船橋市立二宮中
学校（千葉県）→私立昭和学院
高校
（千葉県）
→専修大学
④富士通㈱ ⑤178㎝
⑥68㎏
選手

藤岡

麻菜美

（ふじおか まなみ） 女
（23歳）
①1994年2月1日
②千葉県 ③市川市立第四中
学校（千葉県）→私立千葉英和
高校
（千葉県）
→筑波大学
④JXTGエネルギー㈱
⑤170㎝ ⑥60㎏
選手

田村

未来

（たむら みらい） 女
（23歳）
①1994年5月2日
②兵庫県 ③姫路市立琴陵中
学校（兵庫県）→私立聖カタリ
ナ女子高校（愛媛県）→早稲田
大学 ④㈱デンソー
⑤166㎝ ⑥60㎏
選手

安間

志織

（やすま しおり） 女
（23歳）
①1994年7月22日
②沖縄県 ③北谷町立北谷中
学校（沖縄県）→私立中村学園
高校
（福岡県）
→拓殖大学
④トヨタ自動車㈱ ⑤160㎝
⑥53㎏
選手

加藤

臨

（かとう のぞみ） 女
（22歳）
①1994年9月9日
②山形県 ③鶴岡市立羽黒第
二中学校（山形県）→山形市立
商業高校（山形県）→早稲田大
学 ④トヨタ紡織㈱
⑤175㎝ ⑥62㎏
選手

林

咲希

（はやし さき） 女
（22歳）
①1995年3月16日
②福岡県 ③糸島市立前原中
学校（福岡県）→私立精華女子
高校
（福岡県）
→白鷗大学
④JXTGエネルギー㈱
⑤171㎝ ⑥64㎏

バスケットボール【女子】
Basketball (Women)

選手

津村

ゆり子

（つむら ゆりこ） 女
①1995年11月1日（21歳）
②埼玉県 ③春日部市立葛飾
中学校（埼玉県）→私立昌平高
校（埼玉県）→東京医療保健大
学（4年） ④東京医療保健大
学 ⑤172㎝ ⑥63㎏
選手

谷口

二千華

（たにぐち にちか） 女
①1996年1月24日
（21歳）
②兵庫県 ③南あわじ市・洲
本市小中学校組合立広田中学
校
（兵庫県）
→私立夙川学院高
校
（兵庫県）
→愛知学泉大学
（4
年） ④愛知学泉大学
⑤171㎝ ⑥63㎏

田中

バスケットボール【女子】

選手

真美子

（たなか まみこ） 女
①1996年12月11日（20歳）
②東京都 ③日野市立日野第
一中学校（東京都）→私立東京
成徳大学高校（東京都）→早稲
田大学
（3年） ④早稲田大学
⑤180㎝ ⑥69㎏
選手

小笠原

美奈

（おがさわら みな） 女
①1997年6月6日（20歳）
②東京都 ③大田区立志茂田
中学校（東京都）→私立明星学
園高校（東京都）→専修大学（2
年） ④専修大学 ⑤177㎝
⑥69㎏
選手

中田

珠未

（なかだ たまみ） 女
①1997年12月21日（19歳）
②埼玉県 ③私立明星学園中
学校（東京都）→私立明星学園
高校（東京都）→早稲田大学（2
年） ④早稲田大学 ⑤181㎝
⑥63㎏
選手

藤本

愛妃

（ふじもと あき） 女
①1998年2月11日（19歳）
②徳島県 ③小松島市立小松
島中学校（徳島県）→私立桜花
学園高校（愛知県）→東京医療
保健大学（2年） ④東京医療
保健大学 ⑤179㎝ ⑥67㎏
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ウエイトリフティング
Weightlifting
監督

岡田

純一

（おかだ じゅんいち） 男
①1968年3月5日
（49歳）
②北海道 ③北海道士別高校
→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ウエイトリフ
ティング上級コーチ、アスレ
ティックトレーナー

監督

新井

健一

（あらい けんいち） 男
①1969年11月28日（47歳）
②埼玉県 ③埼玉県立上尾高
校→日本大学 ④日本大学生
産工学部 ⑩ウエイトリフテ
ィングコーチ

コーチ

野澤

雄一

ウエイトリフティング

（のざわ ゆういち） 男
①1968年12月6日（48歳）
②栃木県 ③栃木県立小山高
校→日本体育大学 ④平成国
際大学 ⑩ウエイトリフティ
ングコーチ

コーチ

加藤

智子

（かとう ともこ） 女
①1964年9月17日（52歳）
②神奈川県 ③神奈川県立追
浜高校→日本体育大学→早稲
田大学大学院 ④日本体育大
学 ⑩ウエイトリフティング
コーチ
選手

妹尾

侑哉

（せのお ゆうや） 男
①1996年9月4日（20歳）
②岡山県 ③高松市立紫雲中
学校（香川県）→香川県立多度
津高校→東京国際大学（3年）
④東京国際大学 ⑤147 ㎝
⑥58㎏
選手

宮本

昌典

（みやもと まさのり） 男
①1997年2月3日（20歳）
②沖縄県 ③那覇市立松城中
学校（沖縄県）→沖縄県立沖縄
工 業 高 校 → 東 京 国 際 大 学（3
年） ④東京国際大学
⑤162㎝ ⑥70㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

6名

6名

4名

16名

選手

近内

三孝

（こんない みつのり） 男
（21歳）
①1996年3月14日
②福島県 ③三春町立桜中学
校（福島県）→福島県立田村高
校→日本大学（4年） ④日本
大学 ⑤167㎝ ⑥68㎏

選手

屋良

一郎

（やら いちろう） 男
（21歳）
①1995年12月4日
②沖縄県 ③豊見城市立伊良
波中学校（沖縄県）→沖縄県立
南部工業高校→沖縄国際大学
（4年） ④沖縄国際大学
⑤176㎝ ⑥95㎏
選手

知念

光亮

（ちねん こうすけ） 男
（21歳）
①1996年1月6日
②沖縄県 ③八重瀬町立東風
平中学校（沖縄県）→沖縄県立
豊見城高校→沖縄国際大学（4
年） ④沖縄国際大学
⑤184㎝ ⑥145㎏
選手

村上

英士朗

（むらかみ えいしろう） 男
（22歳）
①1995年8月8日
②富山県 ③富山市立興南中
学校（富山県）→富山県立滑川
高校→日本大学（4年） ④日
本大学 ⑤177㎝ ⑥130㎏

選手

高橋

いぶき

（たかはし いぶき） 女
（20歳）
①1997年3月24日
②岐阜県 ③海津市立日新中
学校（岐阜県）→岐阜県立海津
明 誠 高 校 → 金 沢 学 院 大 学（3
年） ④金沢学院大学
⑤148㎝ ⑥48㎏
選手

鈴木

梨羅

（すずき りら） 女
（18歳）
①1998年9月6日
②千葉県 ③白井市立桜台中
学校（千葉県）→千葉県立松戸
国際高校→早稲田大学（1年）
④早稲田大学 ⑤146㎝
⑥47㎏

ウエイトリフティング
Weightlifting

選手

山本

真鼓

（やまもと まこ） 女
①1996年8月18日（21歳）
②三重県 ③朝日町立朝日中
学校（三重県）→三重県立四日
市商業高校→名古屋産業大学
（3年） ④名古屋産業大学
⑤156㎝ ⑥60㎏
選手

山村

侑生

（やまむら ゆい） 女
①1997年8月12日（20歳）
②香川県 ③多度津町立多度
津中学校（香川県）→香川県立
多度津高校→東京国際大学（2
年） ④東京国際大学
⑤157㎝ ⑥60㎏
選手

新垣

愛恵

選手

戸田

ウエイトリフティング

（あらかき まなえ） 女
①1996年5月17日（21歳）
②沖縄県 ③南城市立玉城中
学校（沖縄県）→沖縄県立豊見
城高校→金沢学院大学（3年）
④金沢学院大学 ⑤157 ㎝
⑥60㎏

妃乃子

（とだ ひなこ） 女
①1998年4月23日（19歳）
②福岡県 ③私立博多女子中
学校（福岡県）→私立九州国際
大学付属高校（福岡県）→早稲
田大学（1年） ④早稲田大学
⑤159㎝ ⑥67㎏
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卓

球

Table Tennis
監督

伊藤

誠

（いとう せい） 男
①1967年6月20日（50歳）
②青森県 ③青森県立三本木
高校→早稲田大学 ④シチズ
ン時計㈱

監督

大元

司

（おおもと つかさ） 男
①1957年3月15日（60歳）
②宮城県 ③仙台市立仙台工
業高校（宮城県）→愛知工業大
学 ④愛知工業大学 ⑩卓球
上級指導員

コーチ

髙山

幸信

卓

（たかやま ゆきのぶ） 男
①1972年11月28日（44歳）
②山口県 ③私立埼玉工業大
学深谷高校（埼玉県）→明治大
学 ④明治大学

球

トレーナー

岩瀬

功

（いわせ たくみ） 男
①1988年4月28日（29歳）
②兵庫県 ③私立須磨学園高
校（兵庫県）→中京大学 ④㈱
ケッズトレーナー

総務

内田

雄太朗

（うちだ ゆうたろう） 男
①1995年10月27日（21歳）
②神奈川県 ③私立逗子開成
高校（神奈川県）→早稲田大学
（4年） ④早稲田大学

選手

大島

祐哉

（おおしま ゆうや） 男
①1994年3月5日（23歳）
②京都府 ③綾部市立豊里中
学校（京都府）→私立東山高校
（京都府）→早稲田大学 ④木
下グループ ⑤169㎝
⑥67㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

5名

5名

5名

15名

選手

森薗

政崇

（もりぞの まさたか） 男
（22歳）
①1995年4月5日
②東京都 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
年） ④明治大学 ⑤160㎝
⑥52㎏
選手

吉田

雅己

（よしだ まさき） 男
（22歳）
①1994年9月30日
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）
→愛知工業大学
④協和発酵キリン㈱
⑤169㎝ ⑥60㎏
選手

吉村

和弘

（よしむら かずひろ） 男
（21歳）
①1996年7月28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
（3年） ④愛知工業大学
⑤176㎝ ⑥64㎏
選手

龍崎

東寅

（りゅうざき とんいん） 男
（18歳）
①1998年12月29日
②新潟県 ③北区立稲付中学
校（ 東 京 都 ）→ 私 立 帝 京 高 校
（東京都）→明治大学（1年）
④明治大学 ⑤172㎝
⑥60㎏
選手

成本

綾海

（なるもと あやみ） 女
（22歳）
①1995年3月13日
②岡山県 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）→同志社
大学 ④中国電力㈱
⑤153㎝ ⑥44㎏
選手

鈴木

李茄

（すずき りか） 女
（22歳）
①1994年11月8日
②静岡県 ③北区立稲付中学
校（東京都）→私立青森山田高
校（青森県）→専修大学 ④日
立化成㈱ ⑤160㎝ ⑥52㎏

卓

球

Table Tennis

選手

池上

玲子

（いけがみ れいこ） 女
①1994年9月28日（22歳）
②兵庫県 ③神戸市立有野中
学校（兵庫県）→私立正智深谷
高校（埼玉県）→東京富士大学
④㈱愛媛銀行 ⑤163㎝
⑥55㎏
選手

山本

怜

（やまもと れい） 女
①1995年9月17日（21歳）
②新潟県 ③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高 校（ 青 森 県 ）→ 中 央 大 学（4
年） ④中央大学 ⑤161㎝
⑥47㎏
選手

安藤

みなみ

卓

（あんどう みなみ） 女
①1997年2月12日（20歳）
②愛知県 ③私立青森山田中
学校（青森県）→私立慶誠高校
（熊本県）→専修大学（3年）
④専修大学 ⑤149㎝
⑥45㎏

球
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フェンシング
Fencing
監督

敷根

裕一

（しきね ゆういち） 男
①1965年11月25日（51歳）
②鹿児島県 ③鹿児島県立鹿
児島南高校→法政大学
④（公社）日本フェンシング協
会 ⑧ナショナルコーチ
⑨JOC-NCA修了者
コーチ

青木

雄介

（あおき ゆうすけ） 男
①1973年6月15日
（44歳）
②東京都 ③私立日本学園高
校
（東京都） 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） ⑨ JOCNCA修了者

コーチ

織田

智恵子

フェンシング

（おだ ちえこ） 女
①1976年8月15日
（41歳）
②宮城県 ③宮城県鼎が浦高
校→日本体育大学 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

コーチ

西田

祥吾

（にしだ しょうご） 男
①1982年11月27日（34歳）
②鹿児島 ③鹿児島県立鹿児
島南高校→法政大学 ④（公
社）日本フェンシング協会
⑩フェンシング指導員

コーチ

西垣

仁志

（にしがき ひとし） 男
①1967年11月13日（49歳）
②鳥取県 ③鳥取県立鳥取工
業高校→法政大学 ④（公財）
日本フェンシング協会 ⑩フ
ェンシング指導員

コーチ

長良

将司

（ながら まさし） 男
①1977年7月13日
（40歳）
②岐阜県 ③岐阜県立羽島北
高校→法政大学 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）
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩フェ
ンシング上級コーチ
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

11名

10名

7名

28名

コーチ

リー

ウッチェ

男
①1965年2月20日
（52歳）
②大韓民国 ③弘益大学付属
高校
（大韓民国）
→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

松山

恭助

（まつやま きょうすけ） 男
（20歳）
①1996年12月19日
②東京都 ③台東区立駒形中
学校（東京都）→私立東亜学園
高校（東京都）→早稲田大学（3
年） ④早稲田大学 ⑤180㎝
⑥73㎏
選手

敷根

崇裕

（しきね たかひろ） 男
（19歳）
①1997年12月7日
②山梨県 ③北区立稲付中学
校（東京都）→私立東亜学園高
校（東京都）→法政大学（2年）
④法政大学 ⑤182㎝
⑥62㎏
選手

西藤

俊哉

（さいとう としや） 男
（20歳）
①1997年5月29日
②長野県 ③箕輪町立箕輪中
学校（長野県）→私立帝京高校
（東京都）→法政大学（2年）
④法政大学 ⑤178㎝
⑥72㎏
選手

野口

凌平

（のぐち りょうへい） 男
（21歳）
①1996年5月5日
②福岡県 ③北区立稲付中学
校（ 東 京 都 ）→ 私 立 帝 京 高 校
（東京都）
→法政大学
（3年）
④法政大学 ⑤174㎝
⑥67㎏
選手

山田

優

（やまだ まさる） 男
（23歳）
①1994年6月14日
②三重県 ③鳥羽市立鳥羽東
中学校（三重県）→三重県立鳥
羽高校→日本大学 ④自衛隊
体育学校 ⑤184㎝
⑥73㎏

フェンシング
Fencing

選手

成田

選手

遼介

（なりた りょうすけ） 男
①1994年3月20日（23歳）
②岡山県 ③玉野市立八浜中
学校（岡山県）→岡山県立玉野
光南高校→日本大学 ④愛媛
県国体競技力向上対策本部
⑤183㎝ ⑥76㎏
選手

加納

村山

清水

ストリーツ

海飛

（ストリーツ かいと） 男
①1994年6月6日
（23歳）
②神奈川県 ③クリフォード
スクール
（アメリカ）
→セコイ
アハイスクール
（アメリカ）
→
ペンシルバニア州立大学
④鹿児島クラブ ⑤176 ㎝
⑥75㎏

花綸

鈴木

穂波

（すずき ほなみ） 女
（22歳）
①1994年11月1日
②静岡県 ③沼津市立第三中
学校（静岡県）→静岡県立沼津
西高校→日本大学 ④㈱てっ
ぺん ⑤163㎝ ⑥60㎏

選手

紀宏

（しみず のりひろ） 男
①1997年8月9日（20歳）
②長野県 ③箕輪町立箕輪中
学校（長野県）→私立帝京高校
（東京都）→日本大学（2年）
④日本大学 ⑤168㎝
⑥60㎏
選手

宮脇

（みやわき かりん） 女
（20歳）
①1997年2月14日
②東京都 ③私立東洋英和女
学院中学部（東京都）→私立慶
應義塾女子高校（東京都）→慶
應義塾大学（3年） ④慶應義
塾大学 ⑤160㎝ ⑥55㎏
選手

裕斗

（わたなべ ゆうと） 男
①1998年1月20日（19歳）
②岐阜県 ③輪之内町立輪之
内中学校（岐阜県）→岐阜県立
大垣南高校→中央大学（2年）
④中央大学 ⑤183㎝
⑥75㎏
選手

莉央

フェンシング

渡邊

東

（あずま りお） 女
（19歳）
①1998年7月27日
②和歌山県 ③和歌山市立紀
ノ川中学校（和歌山）→和歌山
県立和歌山北高校→日本体育
大学
（1年） ④日本体育大学
⑤158㎝ ⑥44㎏
選手

健太郎

（むらやま けんたろう） 男
①1998年3月11日（19歳）
②東京都 ③大田区立御園中
学校（東京都）→私立東亜学園
高 校（ 東 京 都 ）→ 法 政 大 学（2
年） ④法政大学 ⑤175㎝
⑥65㎏
選手

愛巳

選手

虹輝

（かのう こうき） 男
①1997年12月19日（19歳）
②愛知県 ③あま市立美和中
学校（愛知県）→山口県立岩国
工業高校→早稲田大学
（2年）
④早稲田大学 ⑤173㎝
⑥63㎏
選手

狩野

（かの みなみ） 女
（20歳）
①1996年11月27日
②宮城県 ③利府町立利府西
中学校（宮城県）→宮城県仙台
第三高校→早稲田大学
（3年）
④早稲田大学 ⑤162㎝
⑥58㎏

白石

絵里

（しらいし えり） 女
（22歳）
①1995年8月9日
②岩手県 ③奥州市立前沢中
学校（岩手県）→岩手県立一関
第二高校→日本大学（4年）
④日本大学 ⑤167 ㎝ ⑥61
㎏
選手

才藤

歩夢

（さいとう あゆむ） 女
（20歳）
①1996年9月14日
②東京都 ③私立川村中学校
（ 東 京 都 ）→ 私 立 埼 玉 栄 高 校
（埼玉県）
→早稲田大学
（3年）
④早稲田大学 ⑤167㎝
⑥48㎏
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フェンシング
Fencing

選手

福島

史帆実

（ふくしま しほみ） 女
①1995年6月19日（22歳）
②福岡県 ③宗像市立城山中
学校（福岡県）→福岡県立福岡
魁誠高校→法政大学（4年）
④法政大学 ⑤165㎝
⑥59㎏
選手

江村

美咲

（えむら みさき） 女
①1998年11月20日（18歳）
②大分県 ③板橋区立志村第
二中学校（東京都）→私立大原
学園高校（東京都）→中央大学
（1年） ④中央大学
⑤170㎝ ⑥56㎏
選手

向江

フェンシング

50

彩伽

（むかえ あやか） 女
①1998年4月28日（19歳）
②福岡県 ③北区立稲付中学
校（東京都）→私立大原学園高
校（東京都）
→中央大学
（1年）
④中央大学 ⑤166㎝
⑥56㎏
選手

髙嶋

理紗

（たかしま りさ） 女
①1999年2月8日（18歳）
②福岡県 ③北区立稲付中学
校（ 東 京 都 ）→ 私 立 帝 京 高 校
（東京都）→法政大学（1年）
④法政大学 ⑤163㎝
⑥55㎏
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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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柔 道
Judo

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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バドミントン
Badminton
チームリーダー

宮崎

重勝

（みやざき しげかつ） 男
①1949年9月19日（67歳）
②石川県 ③私立金沢高校
（石川県）
→日本体育大学
④神奈川大学

監督

上松

芳則

（うえまつ よしのり） 男
①1955年5月14日（62歳）
②高知県 ③高知県立室戸高
校→高知大学 ⑩バドミント
ン上級コーチ

コーチ

今井

紀夫

（いまい のりお） 男
①1972年11月25日
（44歳）
②富山県 ③富山県立高岡工
芸高校→日本体育大学
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（NTC 担当） ⑨ JOCNCA修了者 ⑩バドミントン
コーチ

コーチ

廣瀬

栄理子

バドミントン

（ひろせ えりこ） 女
①1985年3月16日（32歳）
②兵庫県 ③私立青森山田高
校（青森県） ④（公財）日本バ
ドミントン協会

トレーナー

神田

潤一

（かんだ じゅんいち） 男
①1985年4月16日（32歳）
②福井県 ③滋賀県立草津東
高校→日本体育大学→九州保
健福祉大学大学院 ④九州保
健福祉大学 ⑩アスレティッ
クトレーナー
選手

西本

拳太

（にしもと けんた） 男
①1994年8月30日（22歳）
②三重県 ③伊勢市立小俣中
学校（三重県）→私立埼玉栄高
校（埼玉県）→中央大学 ④ト
ナミ運輸㈱ ⑤180㎝
⑥71㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

6名

6名

5名

17名

選手

五十嵐

優

（いがらし ゆう） 男
（22歳）
①1995年5月15日
②山形県 ③鶴岡市立鶴岡第
四中学校（山形県）→私立埼玉
栄高校（埼玉県）→中央大学（4
年） ④中央大学 ⑤171㎝
⑥66㎏
選手

大関

修平

（おおぜき しゅうへい） 男
（22歳）
①1995年6月20日
②神奈川県 ③私立埼玉栄中
学校（埼玉県）→私立埼玉栄高
校
（埼玉県）
→中央大学
（4年）
④中央大学 ⑤175㎝
⑥70㎏
選手

川端

祥

（かわばた しょう） 男
（22歳）
①1995年4月17日
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）→中央大学（4年）
④中央大学 ⑤168㎝
⑥59㎏
選手

玉手

勝輝

（たまて かつき） 男
（21歳）
①1996年4月26日
②宮城県 ③私立聖ウルスラ
学院英智中学校（宮城県）→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 ⑤174㎝ ⑥67㎏
選手

三橋

健也

（みつはし けんや） 男
（20歳）
①1997年7月11日
②群馬県 ③富岡町立富岡第
一中学校（福島県）→福島県立
富岡高校→日本大学（2年）
④日本大学 ⑤171㎝
⑥70㎏
選手

下田

菜都美

（しもだ なつみ） 女
（24歳）
①1993年2月6日
②広島県 ③大津市立日吉中
学校（滋賀県）→私立樟蔭東高
校（大阪府）→龍谷大学 ④広
島ガス㈱ ⑤163㎝ ⑥57㎏

バドミントン
Badminton

選手

杉野

文保

（すぎの あやほ） 女
①1994年11月22日（22歳）
②兵庫県 ③私立園田学園中
学校（兵庫県）→私立園田学園
高校（兵庫県）
→龍谷大学
④㈱七十七銀行 ⑤163 ㎝
⑥54㎏
選手

加藤

美幸

（かとう みゆき） 女
①1995年4月14日（22歳）
②岡山県 ③倉敷市立福田中
学校（岡山県）→岡山県立倉敷
中央高校→筑波大学（4年）
④筑波大学 ⑤159㎝
⑥57㎏
選手

柏原

みき

（かしはら みき） 女
①1995年4月6日（22歳）
②兵庫県 ③私立園田学園中
学校（兵庫県）→私立園田学園
高 校（ 兵 庫 県 ）→ 筑 波 大 学（4
年） ④筑波大学 ⑤169㎝
⑥57㎏
選手

宮浦

玲奈

選手

勝俣

バドミントン

（みやうら れな） 女
①1995年7月25日（22歳）
②埼玉県 ③春日部市立武里
中学校（埼玉県）→私立青森山
田高校（青森県）→法政大学（4
年） ④法政大学 ⑤160㎝
⑥53㎏

莉里香

（かつまた りりか） 女
①1996年8月18日（21歳）
②静岡県 ③春日部市立武里
中学校（埼玉県）→私立御殿場
西高校（静岡県）→法政大学（3
年） ④法政大学 ⑤163㎝
⑥57㎏
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アーチェリー
Archery
チームリーダー

田中

伸周

（たなか のぶかね） 男
①1965年10月12日
（51歳）
②佐賀県 ③佐賀県立佐賀北
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
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩アー
チェリーコーチ

コーチ

樋口

彰紀

（ひぐち あきのり） 男
①1972年9月13日（44歳）
②鳥取県 ③鳥取県立倉吉農
業高校→日本体育大学 ④鳥
取県立米子南高校 ⑩アーチ
ェリーコーチ

選手

大井

一輝

（おおい かずき） 男
①1995年7月2日（22歳）
②東京都 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（4年） ④慶應義塾大学
⑤183㎝ ⑥79㎏
選手

大貫

渉

アーチェリー

（おおぬき わたる） 男
①1994年4月26日（23歳）
②神奈川県 ③横須賀市立追
浜中学校（神奈川県）→神奈川
県立追浜高校→立教大学
④㈱サガミ ⑤176㎝
⑥88㎏
選手

山本

雅也

（やまもと まさや） 男
①1996年9月5日（20歳）
②滋賀県 ③大津市立日吉中
学校（滋賀県）→滋賀県立大津
商業高校→近畿大学（3年）
④近畿大学 ⑤171㎝
⑥59㎏
選手

堀口

理沙

（ほりぐち りさ） 女
①1996年10月24日（20歳）
②愛知県 ③岡崎市立東海中
学校（愛知県）→私立愛知産業
大学三河高校（愛知県）→近畿
大学（3年） ④近畿大学
⑤163㎝ ⑥53㎏
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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

宮木

芙美代

（みやき ふみよ） 女
（20歳）
①1996年12月19日
②青森県 ③南部町立名川中
学校（青森県）→青森県立三本
木農業高校→近畿大学（3年）
④近畿大学 ⑤160㎝
⑥51㎏
選手

杉林

りな

（すぎばやし りな） 女
（23歳）
①1994年1月31日
②静岡県 ③静岡市立清水第
三中学校（静岡県）→私立東海
大学付属翔洋高校（静岡県）→
近畿大学 ④サンメッセ㈱
⑤165㎝ ⑥53㎏

野

球

Baseball
監督

善波

達也

（よしなみ たつや） 男
①1962年8月11日（55歳）
②神奈川県 ③私立桐蔭学園
高校（神奈川県）→明治大学
④明治大学

コーチ

鈴木

英之

（すずき ひでゆき） 男
①1967年3月8日（50歳）
②大阪府 ③私立ＰＬ学園高
校（大阪府）→駒澤大学 ④関
西国際大学

コーチ

古川

祐一

（ふるかわ ゆういち） 男
①1968年10月15日（48歳）
②東京都 ③東京都立足立西
高校→神奈川大学 ④神奈川
大学

コーチ

酒井

真二

（さかい しんじ） 男
①1977年4月10日（40歳）
②大阪府 ③私立天理高校
（奈良県）
→奈良産業大学
④奈良学園大学

さはら

（ささき さはら） 男
①1988年6月14日（29歳）
②埼玉県 ③埼玉県立上尾高
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

総務

森

由理子

（もり ゆりこ） 女
①1985年7月25日（32歳）
②東京都 ③私立東海大学付
属高輪台高校（東京都）→東海
大学 ④（公財）全日本大学野
球連盟

役 員

合 計

22名

ー

6名

28名

選手

竹村

春樹

（たけむら はるき） 男
（22歳）
①1995年5月23日
②栃木県 ③栃木市立栃木西
中学校（栃木県）→私立浦和学
院高校（埼玉県）→明治大学（4
年） ④明治大学 ⑤176㎝
⑥75㎏
選手

齊藤

大将

（さいとう ひろまさ） 男
（22歳）
①1995年6月3日
②東京都 ③江戸川区立清新
第二中学校（東京都）→私立桐
蔭学園高校（神奈川県）→明治
大学
（4年） ④明治大学
⑤178㎝ ⑥75㎏
選手

阪本

大樹

（さかもと だいき） 男
（22歳）
①1995年4月14日
②大阪府 ③大阪市立鶴橋中
学校（大阪府）→私立履正社高
校
（大阪府）
→関西大学
（4年）
④関西大学 ⑤169㎝
⑥78㎏
選手

東

克樹

（あずま かつき） 男
（21歳）
①1995年11月29日
②三重県 ③四日市市立大池
中学校（三重県）→私立愛知工
業大学名電高校（愛知県）→立
命館大学（4年） ④立命館大
学 ⑤170㎝ ⑥74㎏
選手

青島

球

佐々木

女子選手

野

トレーナー

男子選手

凌也

（あおしま りょうや） 男
（21歳）
①1996年8月11日
②愛知県 ③名古屋市立扇台
中学校（愛知県）→私立東海大
学付属相模高校（神奈川県）→
東海大学
（3年） ④東海大学
⑤178㎝ ⑥80㎏
選手

伊藤

将司

（いとう まさし） 男
（21歳）
①1996年5月8日
②千葉県 ③横芝光町立横芝
中学校（千葉県）→私立横浜高
校（神奈川県）→国際武道大学
（3年） ④国際武道大学
⑤178㎝ ⑥85㎏
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野 球
Baseball

選手

栗林

良吏

（くりばやし りょうじ） 男
①1996年7月9日（21歳）
②愛知県 ③愛西市立佐織中
学校（愛知県）→私立愛知黎明
高 校（ 愛 知 県 ）→ 名 城 大 学（3
年） ④名城大学 ⑤177㎝
⑥77㎏
選手

森下

暢仁

（もりした まさと） 男
①1997年8月25日（19歳）
②大分県 ③大分市立大東中
学校（大分県）→大分県立大分
商業高校→明治大学（2年）
④明治大学 ⑤180㎝
⑥73㎏
選手

松本

航

（まつもと わたる） 男
①1996年11月28日（20歳）
②兵庫県 ③朝来市立梁瀬中
学校（兵庫県）→明石市立明石
商業高校（兵庫県）→日本体育
大学（3年） ④日本体育大学
⑤176㎝ ⑥83㎏
選手

大平

達樹

野

（おおひら たつき） 男
①1995年11月28日（21歳）
②神奈川県 ③相模原市立相
原中学校（神奈川県）→私立桜
美林高校（東京都）→桜美林大
学（4年） ④桜美林大学
⑤176㎝ ⑥81㎏

球

選手

小林

遼

（こばやし りょう） 男
①1995年5月27日（22歳）
②秋田県 ③潟上市立天王中
学校（秋田県）→私立仙台育英
学園高校（宮城県）→富士大学
（4年） ④富士大学
⑤170㎝ ⑥74㎏
選手

小畑

尋規

（おばた ひろき） 男
①1996年3月9日（21歳）
②北海道 ③札幌市立手稲中
学校（北海道）→私立北照高校
（北海道）→立正大学（4年）
④立正大学 ⑤179㎝
⑥85㎏
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選手

熊谷

敬宥

（くまがい たかひろ） 男
（21歳）
①1995年11月10日
②宮城県 ③仙台市立南光台
中学校（宮城県）→私立仙台育
英学園高校（宮城県）→立教大
学
（4年） ④立教大学
⑤175㎝ ⑥70㎏
選手

楠本

泰史

（くすもと たいし） 男
（22歳）
①1995年7月7日
②大阪府 ③横浜市立山内中
学校（神奈川県）→私立花咲徳
栄高校（埼玉県）→東北福祉大
学（4年） ④東北福祉大学
⑤180㎝ ⑥77㎏
選手

宮本

丈

（みやもと たけし） 男
（22歳）
①1995年4月3日
②大阪府 ③豊中市立第七中
学校（大阪府）→私立履正社高
校（大阪府）→奈良学園大学（4
年） ④奈良学園大学
⑤181㎝ ⑥78㎏
選手

渡邊

佳明

（わたなべ よしあき） 男
（20歳）
①1997年1月8日
②神奈川県 ③横浜市立富岡
中学校（神奈川県）→私立横浜
高校（神奈川県）→明治大学（3
年） ④明治大学 ⑤179㎝
⑥74㎏
選手

中川

圭太

（なかがわ けいた） 男
（21歳）
①1996年4月12日
②大阪府 ③阪南市立尾崎中
学校（大阪府）→私立PL学園高
校
（大阪府）
→東洋大学
（3年）
④東洋大学 ⑤180㎝
⑥75㎏
選手

内海

大寿

（うつみ たいじゅ） 男
（21歳）
①1996年2月2日
②徳島県 ③松茂町立松茂中
学校（徳島県）→徳島県立徳島
商 業 高 校 → 中 部 学 院 大 学（4
年） ④中部学院大学
⑤180㎝ ⑥84㎏

野

球

Baseball

選手

島田

海吏

（しまだ かいり） 男
①1996年2月6日（21歳）
②熊本県 ③宇土市立鶴城中
学校（熊本県）→私立九州学院
高 校（ 熊 本 県 ）→ 上 武 大 学（4
年） ④上武大学 ⑤175㎝
⑥72㎏
選手

岩見

雅紀

（いわみ まさき） 男
①1994年7月10日（23歳）
②滋賀県 ③私立比叡山中学
校（滋賀県）→私立比叡山高校
（ 滋 賀 県 ）→ 慶 應 義 塾 大 学（4
年） ④慶應義塾大学
⑤187㎝ ⑥107㎏
選手

辰己

涼介

（たつみ りょうすけ） 男
①1996年12月27日（20歳）
②兵庫県 ③神戸市立有野中
学校（兵庫県）→兵庫県立社高
校→立命館大学（3年） ④立
命館大学 ⑤180㎝ ⑥70㎏

選手

長沢

吉貴

野

（ながさわ よしたか） 男
①1996年11月15日（20歳）
②栃木県 ③上三川町立明治
中学校（栃木県）→私立佐野日
本大学高校（栃木県）→日本大
学（3年） ④日本大学
⑤172㎝ ⑥62㎏

球
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武術太極拳
Wushu
監督

谷川

大

（たにかわ まさる） 男
①1960年12月24日（56歳）
②大阪府 ③東京都立清瀬高
校→二松学舎大学 ④（公社）
日本武術太極拳連盟

コーチ

孫

建明

（そん けんめい） 男
①1959年12月22日（57歳）
②中華人民共和国 ③北京市
立北海高校（中国）→北京体育
大学 ④（公社）日本武術太極
拳連盟

選手

小松

資

（こまつ もとし） 男
①1996年10月25日（20歳）
②愛知県 ③さいたま市立本
太中学校（埼玉県）→私立埼玉
栄高校（埼玉県）→中央大学（3
年） ④中央大学 ⑤180㎝
⑥71㎏
選手

朝山

義隆

（あさやま よしたか） 男
①1994年8月26日（22歳）
②大阪府 ③吹田市立高野台
中学校（大阪府）→大阪府立箕
面高校→立命館大学（4年）
④立命館大学 ⑤168㎝
⑥67㎏
選手
武術太極拳

村上

僚

（むらかみ りょう） 男
①1995年8月21日（21歳）
②北海道 ③江別市立江別第
三中学校（北海道）→北海道立
北海道大麻高校→中央大学（4
年） ④中央大学 ⑤164㎝
⑥55㎏
選手

本多

彩夏

（ほんだ あやか） 女
①1995年8月6日（22歳）
②埼玉県 ③埼玉県立伊奈学
園中学校→埼玉県立伊奈学園
総合高校→法政大学（4年）
④法政大学 ⑤165㎝
⑥57㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

3名

1名

2名

6名

ゴルフ
Golf
監督

髙木

洋

（たかぎ ひろし） 男
①1967年1月7日（50歳）
②福岡県 ③私立大牟田高校
（福岡県）
→日本経済大学
④日本経済大学

トレーナー

大坂

武史

（おおさか たけし） 男
①1968年6月15日（49歳）
②宮城県 ③宮城県立気仙沼
高校 ④大坂整骨院

選手

金谷

男子選手

女子選手

役 員

合 計

3名

3名

2名

8名

選手

渕野

ひかる

（ふちの ひかる） 女
（20歳）
①1997年2月3日
②大分県 ③大分市立賀来小
中学校（大分県）→私立大分高
校（ 大 分 県 ）→ 同 志 社 大 学（3
年） ④同志社大学 ⑤161㎝
⑥58㎏
選手

芦沢

衣里

（あしざわ えり） 女
（20歳）
①1996年9月30日
②愛知県 ③名古屋市立笈瀬
中学校（愛知県）→愛知県立中
村高校→愛知大学
（3年）
④愛知大学 ⑤159㎝
⑥54㎏

拓実

（かなや たくみ） 男
①1998年5月23日（19歳）
②広島県 ③呉市立昭和北中
学校（広島県）→私立広島国際
学院高校（広島県）→東北福祉
大学（1年） ④東北福祉大学
⑤171㎝ ⑥65㎏
選手

比嘉

一貴

（ひが かずき） 男
①1995年4月23日（22歳）
②沖縄県 ③うるま市立具志
川中学校（沖縄県）→沖縄県立
本 部 高 校 → 東 北 福 祉 大 学（4
年） ④東北福祉大学
⑤158㎝ ⑥63㎏
選手

今野

大喜

選手

松田

ゴルフ

（いまの だいき） 男
①1997年3月29日（20歳）
②岐阜県 ③恵那市立恵那西
中学校（岐阜県）→私立柳川高
校（福岡県）
→日本大学
（3年）
④日本大学 ⑤170㎝
⑥78㎏

なつき

（まつだ なつき） 女
①1996年1月14日（21歳）
②大阪府 ③泉大津市立東陽
中学校（大阪府）→私立大阪商
業大学高校（大阪府）→同志社
大学（4年） ④同志社大学
⑤159㎝ ⑥52㎏
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テコンドー
Taekwondo
監督

山下

博行

（やました ひろゆき） 男
①1973年5月4日（44歳）
②大阪府 ③私立大阪工業大
学高校（大阪府）→大阪工業大
学 ④学校法人常翔学園
⑧ナショナルコーチ

コーチ

古賀

剛

（こが つよし） 男
①1975年10月13日
（41歳）
②佐賀県 ③私立龍谷高校
（佐賀県）
→九州国際情報ビジ
ネス専門学校 ④元相応営農
組合 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

鈴木

セルヒオ

（すずき セルヒオ） 男
①1994年10月9日（22歳）
②神奈川県 ③ラパス市立
Instituto americano高校（ボ
リビア）→私立漢城高校（大韓
民国）→大東文化大学 ④㈱
東京書籍 ⑤177㎝ ⑥58㎏
選手

江畑

秀範

（えばた ひでのり） 男
①1992年8月8日（25歳）
②大阪府 ③泉大津市立小津
中学校（大阪府）→私立大阪夕
陽丘学園高校（大阪府）→大阪
産業大学 ④㈱ヤマト
⑤197㎝ ⑥82㎏
選手

山田

美諭

テコンドー

（やまだ みゆ） 女
①1993年12月13日（23歳）
②愛知県 ③私立聖霊中学校
（愛知県）→私立聖霊高校（愛
知県）→大東文化大学 ④城
北信用金庫 ⑤167㎝
⑥50㎏
選手

長野

聖子

（ながの きよこ） 女
①1995年9月1日（21歳）
②大分県 ③中津市立中津中
学校（大分県）→大分県立中津
北高校→韓国・東亞大学
（4年）
④韓国・東亞大学 ⑤171 ㎝
⑥53㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

2名

3名

2名

7名

選手

梅原

麻奈

（うめはら まな） 女
①1997年11月18日
（19歳）

②神奈川県 ③川崎市立富士
見中学校
（神奈川県）
→私立蒲
田女子高校
（東京都）
→東京女
子体育大学
（2年） ④東京女
子体育大学 ⑤150㎝
⑥48㎏

ローラースポーツ
Roller Sports
監督

高萩

昌利

（たかはぎ まさとし） 男
①1970年3月1日（47歳）
②東京都 ③東京都立九段高
校→専修大学 ④㈱ジップス

コーチ

大谷

哲也

（おおたに てつや） 男
①1974年12月7日（42歳）
②大阪府 ③大阪府立狭山高
校→近畿大学 ④アズビル㈱

選手

川畑

男子選手

女子選手

役 員

合 計

3名

3名

2名

8名

選手

吉野

友梨

（よしの ゆうり） 女
（19歳）
①1998年3月17日
②千葉県 ③柏市立柏第五中
学 校（ 千 葉 県 ）→ 私 立 柏 日 体
高校（千葉県）→東京情報大学
（2年） ④東京情報大学
⑤158㎝ ⑥58㎏
選手

安髙

きら

（やすたか きら） 女
（19歳）
①1998年6月9日
②兵庫県 ③伊丹市立南中学
校（兵庫県）→私立百合学院高
校（兵庫県）→関西大学（1年）
④関西大学 ⑤168㎝
⑥52㎏

拳吾

（かわばた けんご） 男
①1994年4月25日
（23歳）
②東京都 ③立川市立立川第
二中学校
（東京都）
→私立拓殖
大学第一高校
（東京都）
→青山
学院大学→青山学院大学大学
院
（1年） ④青山学院大学大
学院 ⑤175㎝ ⑥61㎏

選手

加藤

勝己

（かとう かつき） 男
①1997年4月1日（20歳）
②栃木県 ③小山市立小山城
南中学校（栃木県）→栃木県立
小山高校→白鷗大学（3年）
④白鷗大学 ⑤171㎝
⑥65㎏
選手

座間

天平

選手

後藤

ローラースポーツ

（ざま てんぺい） 男
①1997年9月11日（19歳）
②東京都 ③船橋市立大穴中
学校（千葉県）→千葉県立船橋
芝山高校→専修大学（2年）
④専修大学 ⑤168㎝
⑥65㎏

眞佑

（ごとう まゆ） 女
①1997年5月29日（20歳）
②千葉県 ③野田市立南部中
学校（千葉県）→千葉県立柏の
葉高校→帝京科学大学（2年）
④帝京科学大学 ⑤160 ㎝
⑥50㎏
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アディショナルオフィシャル

合 計

Additional Officials
陸上競技 コーチ

酒井

俊幸

アディショナルオフィシャル

（さかい としゆき） 男
①1976年5月23日（41歳）
②福島県 ③私立石川高校
（福島県）→東洋大学 ④東洋
大学

水泳／競泳 トレーナー

片浦

聡司

（かたうら さとし） 男
①1988年12月13日（28歳）
②愛知県 ③愛知県立旭丘高
校→名古屋大学 ④医療法人
社団顕鐘会神戸百年記念病院

テニス コーチ

北崎

悦子

（きたざき えつこ） 女
①1982年10月14日（34歳）
②東京都 ③私立東海大学付
属浦安高校（千葉県）→亜細亜
大学→筑波大学大学院
（3年）
④筑波大学大学院

テニス 総務

藤井

知之

（ふじい ともゆき） 男
①1996年1月30日（21歳）
②東京都 ③東京都立富士森
高校→東海大学（4年） ④東
海大学

バレーボール【男子】コーチ

松永

理生

（まつなが りお） 男
①1981年10月9日（35歳）
②京都府 ③私立東山高校
（京都府）→中央大学 ④中央
大学 ⑩バレーボール上級コ
ーチ

バレーボール【女子】
技術スタッフ

宮脇

裕史

（みやわき ひろし） 男
①1988年9月29日（28歳）
②宮崎県 ③宮崎県立宮崎工
業高校→東海大学 ④（公財）
日本バレーボール協会
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18名

体操／新体操 トレーナー

村上

容子

（むらかみ ようこ） 女
（42歳）
①1975年2月13日
②兵庫県 ③兵庫県立三木北
高校→天理大学→ブリガムヤ
ング大学大学院 ④イオン新
体操クラブ

バスケットボール
【男子】
トレーナー

柳澤

宏昭

（やなぎさわ ひろあき） 男
（30歳）
①1987年5月16日
②富山県 ③富山県立泊高校
→青山学院大学 ④美しが丘
接骨院

バスケットボール
【男子】
技術スタッフ

齊藤

尋太郎

（さいとう じんたろう） 男
（21歳）
①1995年12月7日
②東京都 ③私立東京高校
（東京都）→東海大学（4年）
④東海大学

バスケットボール
【女子】
ドクター

関屋

辰洋

（せきや たつひろ） 男
（35歳）
①1982年8月6日
②神奈川県 ③神奈川県立横
浜緑ヶ丘高校→筑波大学
④横浜市立大学 ⑩スポーツ
ドクター
バスケットボール
【女子】
トレーナー

大室

紫乃

（おおむろ しの） 女
①1979年1月6日
（38歳）
②東京都 ③東京都立北多摩
高校→順天堂大学→花田学園
日本鍼灸理療専門学校 ④ひ
なた治療院 ⑩アスレティッ
クトレーナー

バスケットボール
【女子】
技術スタッフ

梅津

ひなの

（うめつ ひなの） 女
（20歳）
①1997年3月14日
②岩手県 ③私立花巻東高校
（岩手県）→日本大学（3年）
④日本大学

アディショナルオフィシャル
Additional Officials

ウエイトリフティング コーチ

小畑

直之

アディショナルオフィシャル

（こばたけ なおゆき） 男
①1978年12月12日
（38歳）
②石川県 ③石川県立珠洲実
業高校→日本体育大学→順天
堂大学大学院 ④日本体育大
学トレーニング研究室
⑨ JOC-NCA 修了者 ⑩ウエ
イトリフティング上級コー
チ、スポーツプログラマー

ウエイトリフティング
トレーナー

鳥居

明

（とりい あきら） 男
①1964年7月14日
（53歳）
②東京都 ③私立保善高校
（東京都）
→東京医療専門学校
④日本スポーツ振興センター
スポーツ科学部ハイパフォー
マンスサポート事業

フェンシング トレーナー

上岡

尚代

（かみおか なおよ） 女
①1964年12月9日（52歳）
②広島県 ③広島県立高陽高
校→大阪体育大学→順天堂大
学大学院 ④了徳寺大学
⑩アスレティックトレーナー

アーチェリー 総務

守屋

麻樹

（もりや まき） 女
①1968年3月18日（49歳）
②東京都 ③東京都立杉並高
校→早稲田大学 ④ロールゲ
ート㈱ ⑩アーチェリーコー
チ

テコンドー コーチ

森

顕

（もり けん） 男
①1965年4月22日（52歳）
②長崎県 ③長崎県立長崎北
高校 ④西日本電信電話㈱長
崎支店

テコンドー 技術スタッフ

楠本

一樹

（くすもと かずき） 男
①1985年11月20日
（31歳）
②沖縄県 ③西宮市立西宮高
校
（兵庫県）
→東海大学→倉敷
芸術科学大学大学院
（D3年）
④
（一社）
全日本テコンドー協
会 ⑧アシスタントナショナ
ルコーチ
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帯同審判
Accompanying Referees and Judges
水泳／飛込

松本

行夫

帯同審判

（まつもと ゆきお） 男
①1962年8月21日 54歳
②栃木県 ③栃木県立宇都宮
南高校→日本体育大学 ④栃
木県宇都宮市立横川中学校

水泳／水球 男子

折笠

敬一

（おりかさ けいいち） 男
①1962年4月1日 55歳
②東京都 ③私立成蹊高校→
慶應義塾大学→ハワイ大学大
学院 ④慶應義塾高等学校

水泳／水球 女子

荻野

浩明

（おぎの ひろあき） 男
①1974年8月6日 43歳
②大阪府 ③県立幕張東高校
→国士舘大学 ④浦安市立高
洲中学校
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合 計
3名

ビリヤード（公開競技） 男子選手
Billiards(Demonstration Sport)
監督

前田

2名

女子選手

役 員

合 計

0名

1名

3名

義孝

選手

宍戸

ビリヤード

（まえだ よしたか） 男
①1956年1月21日（61歳）
②静岡県 ③静岡県立韮山
高校→ Institute of Sound
Technique ④マックスバリ
ュ東海㈱

隆之

（ししど たかゆき） 男
①1994年4月21日（23歳）
②宮城県 ③川崎町立川崎中
学校（宮城県）→宮城県立仙台
西高校→山形大学
（4年）
④山形大学 ⑤163㎝
⑥59㎏
選手

鈴木

謙吾

（すずき けんご） 男
①1993年1月6日（24歳）
②東京都 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（3年） ④慶應義塾大学
⑤183㎝ ⑥67㎏
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