
団長

（おおつか しんいちろう）男
大塚 眞一郎

昭和31年12月20日（62歳）
本会役職：理事
団体役職：（公財）日本トライアス
ロン連合専務理事

合　計
5名

本部員

（わたなべ としかず）男
渡辺 稔一

昭和52年5月9日（42歳）
所属：（公財）日本オリンピック
委員会
※アディショナルオフィシャル　

本部員

（ふじさわ なつみ）女
藤沢 奈津美

平成2年6月19日（29歳）
所属：（公財）日本オリンピック
委員会

本部員(ドクター )

（はんがい みか）女
半谷 美夏

昭和47年6月16日（47歳）
所属：国立スポーツ科学センター

本部員(輸送担当)

（しまむね たかし）男
島宗 孝志

平成2年8月24日（29歳)
所属：（株）エイチ・アイ・エス
※アディショナルオフィシャル

監督

（らもす るい）男
ラモス 瑠偉

昭和32年2月9日（62歳）
所属：（公財）日本サッカー協会
※アディショナルオフィシャル

コーチ

（まきの しんじ）男
牧野 真二

昭和51年5月29日（43歳)
所属：（公財）日本サッカー協会
※アディショナルオフィシャル

ドクター

（しんじょう ひろたか）男
新城 宏隆

昭和45年9月12日（49歳）
所属：バークレーじのん整形外科

トレーナー

（つしま まさひろ）男
對馬 正浩

昭和57年8月3日（37歳）　　　
所属：スポーツマッサージ・ナズー

総務

（わたなべ だい）男
渡邉 大

昭和63年6月29日（31歳)
所属：（公財）日本サッカー協会

選手

（てるきな しんご）男
照喜名 辰吾

昭和59年9月8日（35歳）
所属：（有）ラハイナ

選手

（ぎのざ ともや）男
宜野座 寛也

昭和60年4月2日（34歳）
所属：（株）未来環境プロテクト

選手

（たばた てるき）男
田畑 輝樹

昭和54年4月16日（40歳）
所属：（有）健康センター北陸

選手

（こまき まさゆき）男
小牧 正幸

昭和57年8月30日（37歳）
所属：（株）ひとはな

選手

（うえはら ともや）男
上原 朋也

昭和59年3月22日（35歳）
所属：（特非）まじゅんの会

選手

（やまうち しゅうせい）男
山内 悠誠

昭和60年9月9日（34歳）
所属：Nove Para Mundo

選手

（もれいら おず）男
茂怜羅 オズ

昭和61年1月21日（33歳）
所属：東京ヴェルディ BS

選手

（おくやま まさのり）男
奥山 正憲

昭和61年6月7日（33歳）
所属：（一社）レーヴェ・アウスエ
アヴァル

選手

（まつだ こうすけ）男
松田 康佑

昭和61年9月26日（33歳）
所属：DIATE（株）

選手

（まつお なおや）男
松尾 那緒弥

昭和63年8月18日（31歳）
所属：（株）AY総合研究所
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合　計監督・コーチ等女子選手男子選手
6名2名2名2名

合　計監督・コーチ等女子選手男子選手
5名2名1名2名

選手

（あかぐま たくや）男
赤熊 卓弥

平成元年11月21日（29歳)
所属：共生の里夢活動センター
行橋

選手

（おおば たかあき）男
大場 崇晃

平成4年12月24日（26歳）
所属：（株）ピースフル

チームリーダー

（すぎた たかあき）男
杉田 高章

昭和38年12月3日（55歳)
所属：（有)ステップスポーツ

監督

（あいざわ こうたろう）男
相澤 幸太郎

昭和55年3月1日(39歳)
所属：（株）日本アクア

選手

（しばやま あおい）女
柴山 葵

平成4年3月15日（27歳)
所属：なし

選手

（ごうだ さとし）男
郷田 哲

昭和60年12月2日（33歳)
所属：（株）博報堂DYメディア
パートナーズ

選手

（やまもと なおあき）男
山本 直晃

平成2年1月12日（29歳)
所属：（株）リクルートスタッフィ
ング

選手

（おおつか えりな）女
大塚 絵梨奈

平成2年4月10日（29歳)
所属：（株）ゴールドウイン

チームリーダー

（やすい ひろし）男
安井 博志

昭和49年12月29日（44歳）
所属：（公社）日本山岳・スポーツ
クライミング協会

トレーナー

（やまもと たかひで）男
山本 貴英

昭和57年10月22日（36歳)
所属：（独）日本スポーツ振興セ
ンター
※アディショナルオフィシャル

選手

（はらだ かい）男
原田 海

平成11年3月10日（20歳）
所属：日新火災海上保険（株）

選手

（わたべ けいた）男
渡部 桂太

平成5年8月30日（26歳）
所属：住友電装（株）

選手（旗手）

（のなか みほう）女
野中 生萌

平成9年5月21日（22歳）
所属：XFLAG

05 06

ビーチテニス
Beach Tennis

スポーツクライミング
Sport Climbing 
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Beach Tennis
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合　計監督・コーチ等女子選手男子選手
2名1名0名1名

合　計監督・コーチ等女子選手男子選手
4名1名2名1名

チームリーダー

（なかやま としゆき）男
中山 俊行

昭和37年11月2日（56歳）
所属：三和運輸（株）

選手

（わたなべ こうたろう）男
渡部 晃大朗

平成6年3月9日（25歳)
所属：（株）campanio

監督

（にしかわ たかし）男
西川 隆

昭和41年1月28日（53歳)
所属：（株）ムラサキスポーツ

選手

（ながはら ゆうろ）男
永原 悠路

平成17年6月10日（14歳）
所属：白馬村立白馬中学校

選手

（おがわ きはな）女
小川 希花

平成13年2月17日（18歳）
所属：なし

選手

（よそずみ さくら）女
四十住 さくら

平成14年3月15日（17歳）
所属：和歌山県立伊都中央高等
学校

合　計監督・コーチ等女子選手男子選手
2名1名0名1名

コーチ

（まつかわ ながひさ）男
松川 長久

昭和49年4月15日（45歳）
所属：（特非）日本水上スキー
ウェイクボード連盟

選手

（てづか しょうた）男
手塚 翔太

平成5年12月13日（25歳）
所属：なし

07 08

アクアスロン
Aquathlon

スケートボード
Skateboarding

ウェイクボード
Wakeboard
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