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水泳／競泳／コーチ
草薙  健太
（くさなぎ  けんた）　男
①昭和59年9月3日（26歳）
②北海道　③沼津学園（静岡
県）→中京大学→中京大学大
学院　④中京大学水泳部
⑧水泳コーチ

水泳／飛込み／コーチ
馬淵  崇英
（まぶち  すうえい）　男
①昭和38年10月20日（47歳）
②中国／上海　③上海体育技
術運動学院高等部（中国）→神
戸国際大学　④㈱JSS

水泳／シンクロ／トレーナー
加藤  知生
（かとう  ともお）　男
①昭和36年5月14日（49歳）
②山口県　③徳山高校（山口
県）→日本体育大学　④桐蔭
横浜大学　⑧アスレティック
トレーナー

サッカー 【男子】／チームリーダー
原  博実
（はら  ひろみ）　男
①昭和33年10月19日（52歳）
②栃木県　③矢板東高校（栃
木県）→早稲田大学　④㈶日
本サッカー協会　⑦ナショナ
ルコーチ

サッカー 【男子】／技術スタッフ
辻上  裕章
（つじかみ  ひろあき）　男
①昭和51年8月31日（34歳）
②群馬県　③BLALACK JR.  
HIGH SCHOOL（アメリカ）
→NEWMAN SMITH HIGH 
SCHOOL（アメリカ）→早稲田
大学　④㈶日本サッカー協会

サッカー 【男子】／トレーナー
藤本  栄雄
（ふじもと  ひろお）　男
①昭和55年8月13日（30歳）
②千葉県　③船橋二和高校（千
葉県）→東京スポーツ・レク
リエーション専門学校
④JFAアカデミー福島　⑧ア
スレティックトレーナー

陸上競技／コーチ
小坂  忠広
（こさか  ただひろ）　男
①昭和35年2月10日（50歳）
②和歌山県　③県立日高高校
（和歌山県）→順天堂大学　　
④大聖寺高校　⑧陸上指導員

陸上競技／コーチ
中村  宏之
（なかむら  ひろゆき）　男
①昭和20年6月9日（65歳）
②北海道　③札幌東高校（北
海道）→日本体育大学　④北
海道ハイテクノロジー専門学
校　⑧陸上上級コーチ

陸上競技／コーチ
川越  学
（かわごえ  まなぶ）　男
①昭和37年8月6日（48歳）
②鹿児島県　③鹿児島南高校
（鹿児島県）→早稲田大学　　
④㈱セカンドウィンドAC

陸上競技／総務
小島  初佳
（こじま  もとか）　女
①昭和49年7月4日（36歳）
②兵庫県　③舞子高校（兵庫
県）→甲南大学　④ピップ㈱

陸上競技／渉外
大嶋  康弘
（おおしま  やすひろ）　男
①昭和44年10月11日（41歳）
②福井県　③成田高校（千葉
県）→日本体育大学　④日本
陸上競技連盟

水泳／競泳／コーチ
藤井  太郎
（ふじい  たろう）　男
①昭和48年3月30日（37歳）
②神奈川県　③横浜高校（神
奈川県）→北アリゾナ大学
④FBインターナショナル
⑧水泳上級コーチ
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サッカー 【男子】／技術スタッフ
後藤  雄一
（ごとう  ゆういち）　男
①昭和60年12月20日（24歳）
②埼玉県　③浦和東高校（埼
玉県）→国士舘大学　④アデ
ィダスジャパン㈱

サッカー 【女子】／コーチ
望月  聡
（もちづき  さとる）　男
①昭和39年5月18日（44歳）
②滋賀県　③守山高校（滋賀
県）→大阪商業大学　④びわ
こ成蹊スポーツ大学

サッカー 【女子】／技術スタッフ
峯尾  雅樹
（みねお  まさき）　男
①昭和62年5月1日（23歳）
②神奈川県　③麻布大学付属
渕野辺高校（神奈川県）→横浜
リゾートアンドスポーツ専門
学校　④㈱BOTTOM UP

テニス／監督
村上  武資
（むらかみ  たけし）　男
①昭和40年2月23日（45歳）
②東京都　③玉川学園高等部
（東京都）　④㈱ダンロップス
ポーツ　⑦専任コーチングデ
ィレクタートップアスリート
担当　⑧テニス上級コーチ

テニス／監督
増田  健太郎
（ますだ  けんたろう）　男
①昭和46年8月26日（39歳）
②神奈川県　③湘南工科大学
附属高校（神奈川県）　④マス
ケン・テニス・サポート㈱　
⑦アシスタントナショナルコ
ーチ

テニス／トレーナー
村木  良博
（むらき  よしひろ）　男
①昭和31年7月22日（54歳）
②東京都　③旭川大学高校（北
海道）→中央学院大学　④㈲
ケアステーション　⑧アスレ
ティックトレーナー

ホッケー 【男子】／チームリーダー
横山  秀
（よこやま  ひで）　男
①昭和22年1月1日（63歳）
②岐阜県　③岐阜工業高校（岐
阜県）　④㈱横建

ボクシング／コーチ
梅下  新介
（うめした  しんすけ）　男
①昭和49年8月8日（36歳）
②香川県　③高松商業高校（香
川県）→日本大学→帝京大学
大学院　④日本大学　⑧ボク
シングコーチ

バレーボール 【男子】／
チームリーダー
成田  明彦
（なりた  あきひこ）　男
①昭和19年11月12日（66歳）
②東京都　③青森高校（青森
県）→日本体育大学　④㈶日
本バレーボール協会　⑦ナシ
ョナルコーチ　⑧バレーボー
ル上級コーチ

バレーボール 【男子】／
技術スタッフ
山田  剛久
（やまだ  たかひこ）　男
①昭和61年11月17日（24歳）
②山形県　③山形南高校（山
形県）→東海大学　④㈶日本
バレーボール協会

バレーボール 【女子】／総務
清田  元
（せいた  はじめ）　男
①昭和40年7月23日（45歳）
②北海道　③東海大学付属第
四高校（北海道）　④㈱Perfect 
Trainers

ビーチバレー／チームリーダー
瀬戸山  正二
（せとやま  しょうじ）　男
①昭和40年1月25日（45歳）
②宮崎県　③都城工業高校（宮
崎県）→日本体育大学　④日
本ビーチバレー連盟　⑦アシ
スタントナショナルコーチ
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バスケットボール 【男子】／
ドクター
中山  修一
（なかやま  しゅういち）　男
①昭和46年4月2日（39歳）
②東京都　③都立西高校（東
京都）→山梨医科大学　④東
京逓信病院　⑧スポーツドク
ター

バスケットボール 【男子】／
トレーナー
東迎  高善
（とうげい  こうぜん）　男
①昭和43年5月24日（42歳）
②沖縄県　③小禄高校（沖縄
県）→東京医療専門学校
④東迎接骨院

バスケットボール 【男子】／
トレーナー

水野  彰宏
（みずの  あきひろ）　男
①昭和46年8月26日（39歳）
②埼玉県　③川越南高校（埼玉
県）→人間総合科学大学　④㈱
リンクスポーツエンターテイン
メント　⑧アスレティックトレ
ーナー、バスケットボール指導
員、スポーツプログラマー

バスケットボール 【女子】／
トレーナー

津田  清美
（つだ  きよみ）　女
①昭和40年10月27日（45歳）
②神奈川県　③清水ケ丘高校
（神奈川県）→早稲田大学→早
稲田大学大学院　④㈶日本バ
スケットボール協会　⑧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
恩塚  亨
（おんづか  とおる）　男
①昭和54年6月5日（31歳）
②大分県　③中津南高校（大
分県）→筑波大学→早稲田大
学　④㈶日本バスケットボー
ル協会　⑦専任情報科学スタ
ッフ

レスリング／コーチ
小平  清貴
（こだいら  きよたか）　男
①昭和53年12月25日（31歳）
②千葉県　③霞ヶ浦高校（茨
城県）→山梨学院大学　④警
視庁

体操／男子技術スタッフ
熊谷  慎太郎
（くまがい  しんたろう）　男
①昭和60年12月3日（24歳）
②岐阜県　③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

体操／女子監督
塚原  千恵子
（つかはら  ちえこ）　女
①昭和22年8月12日（63歳）
②長崎県　③県立西高校（長
崎県）→日本体育大学　④塚
原体操センター

体操／女子コーチ
井岡  淑子
（いおか  としこ）　女
①昭和46年3月14日（39歳）
②東京都　③四天王寺高校（大
阪府）→大阪教育大学　④羽
衣体操クラブ

体操／新体操／コーチ
天野  晴代
（あまの  はるよ）　女
①昭和52年10月5日（33歳）
②静岡県　③植草学園（千葉
県）→岐阜女子大学　④イオ
ン

体操／新体操／コーチ
セヒアンチック  ベラニカ
（セヒアンチック  ベラニカ）　女
①昭和61年2月9日（24歳）
②べラルーシ　③ベラルーシ
国立体育大学　④イオン

体操／トランポリン／トレーナー
石山  雄一
（いしやま  ゆういち）　男
①昭和46年12月21日（38歳）
②静岡県　③常葉学園菊川高
校（静岡県）　④グリップ鍼灸
整骨院　⑦専任メディカルス
タッフ（トレーナー）
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レスリング／コーチ
豊田  雅俊
（とよた  まさとし）　男
①昭和51年10月25日（34歳）
②徳島県　③穴吹高校（徳島
県）→拓殖大学　④警視庁

レスリング／コーチ
松本  慎吾
（まつもと  しんご）　男
①昭和53年3月3日（32歳）
②愛媛県　③津島高校（愛媛
県）→日本体育大学→日本体
育大学大学院　④日本体育大
学

セーリング／コーチ
小松  一憲
（こまつ  かずのり）　男
①昭和23年4月9日（62歳）
②神奈川県　③サレジオ学院
高校（神奈川県）→日本体育大
学　④アビームコンサルティ
ング㈱チームアビーム　⑧セ
ーリング上級コーチ

セーリング／コーチ
関  一人
（せき  かずと）　男
①昭和50年9月11日（35歳）
②静岡県　③土浦日本大学高
校（茨城県）→日本大学　④関
東自動車工業㈱　⑧セーリン
グコーチ

ウエイトリフティング／コーチ
三宅  義行
（みやけ  よしゆき）　男
①昭和20年9月30日（65歳）
②宮城県　③大河原高校（宮
城県）→法政大学　④㈱光波

ウエイトリフティング／コーチ
福田  登美男
（ふくだ  とみお）　男
①昭和42年10月14日（43歳）
②福岡県　③八幡大学付属高
校（福岡県）→九州国際大学　
④北九州市消防局　⑧ウエイ
トリフティングコーチ

自転車／総務
林  富士夫
（はやし  ふじお）　男
①昭和30年3月23日（55歳）
②石川県　③門前高校（石川
県）→専修大学　④㈶日本自
転車競技連盟

自転車／総務
山田  克彦
（やまだ  かつひこ）　男
①昭和37年1月3日（48歳）
②東京都　③千葉経済大学附
属高校（千葉県）　④㈶日本自
転車競技連盟　⑧自転車コー
チ

自転車／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駒場高校（東京
都）→明治大学　④㈶日本自
転車競技連盟

ソフトテニス／コーチ
上松  明裕
（うえまつ  あきひろ）　男
①昭和37年7月24日（48歳）
②岡山県　③岡山南高校（岡
山県）→日本大学　④岡山市
消防局　⑧ソフトテニスコー
チ

ソフトテニス／トレーナー
川上  晃司
（かわかみ  こうじ）　男
①昭和37年5月1日（48歳）
②兵庫県　③猪名川高校（兵
庫県）→天理大学　④スポー
ツインテリジェンス㈱　⑧フ
ィットネストレーナー、アス
レティックトレーナー

ソフトテニス／トレーナー
畑田  麻美
（はただ  あさみ）　女
①昭和59年3月29日（26歳）
②奈良県　③耳成高校（奈良
県）→履正社医療スポーツ専
門学校　④スポーツインテリ
ジェンス㈱
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フェンシング／コーチ
青木  雄介
（あおき  ゆうすけ）　男
①昭和48年6月15日（37歳）
②東京都　③日本学園（東京
都）→法政大学　④㈳日本フ
ェンシング協会　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

フェンシング／コーチ
和田  武真
（わだ  たけまさ）　男
①昭和54年4月13日（31歳）
②東京都　③法政大学第二高
校（神奈川県）→法政大学　　
④㈳日本フェンシング協会　
⑦専任コーチングディレクタ
ーNTC担当　⑧フェンシング
上級コーチ

フェンシング／コーチ
長良  将司
（ながら  まさし）　男
①昭和52年7月13日（33歳）
②岐阜県　③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

フェンシング／コーチ
本間  孔一
（ほんま  こういち）　男
①昭和48年6月2日（37歳）
②熊本県　③私立第一高校（熊
本県）→中央大学　④㈳日本
フェンシング協会

柔道／男子コーチ
中村  兼三
（なかむら  けんぞう）　男
①昭和48年10月18日（37歳）
②福岡県　③東海大学付属第
五高校（福岡県）→東海大学　
④旭化成㈱

柔道／女子コーチ
田辺  勝
（たなべ  まさる）　男
①昭和47年12月16日（37歳）
②高知県　③世田谷学園高校
（東京都）→日本体育大学　　
④日本体育大学女子短期大学
部

卓球／男子コーチ
倉嶋  洋介
（くらしま  ようすけ）　男
①昭和51年5月24日（34歳）
②東京都　③埼玉工業大学深
谷高校（埼玉県）→明治大学　
④㈶日本卓球協会　⑦アシス
タントナショナルコーチ　　
⑧卓球コーチ

卓球／男子トレーナー
米澤  和洋
（よねざわ  かずひろ）　男
①昭和39年7月30日（46歳）
②広島県　③可部高校（広島
県）→大阪体育大学→広島大
学大学院　④㈱ATHER　⑧ア
スレティックトレーナー

卓球／女子トレーナー
羽生  綾子
（はぶ  あやこ）　女
①昭和46年2月20日（39歳）
②東京都　③調布北高校（東
京都）→アリゾナ州立大学→
ピッツバーグ大学大学院　　
④日本工学院八王子専門学校

卓球／女子技術スタッフ
王  子
（おう  じ）　男
①昭和58年10月4日（27歳）
②中華人民共和国　③体育運
動学校技術学院（中国）→体育
運動学校技術学院（中国）→龍
谷大学　④日本卓球㈱　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

馬術／総務
青山  辰美
（あおやま  たつみ）　男
①昭和39年1月2日（46歳）
②岐阜県　③加茂高校（岐阜
県）→明治大学　④㈳日本馬
術連盟

馬術／総務
田中  幸文
（たなか  ゆきふみ）　男
①昭和56年8月26日（29歳）
②福岡県　③小倉高校（福岡
県）→東京外国語大学　④㈳
日本馬術連盟
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ソフトボール／トレーナー
山浦  伊吹
（やまうら  いぶき）　男
①昭和57年11月17日（28歳）
②長野県　③桐光学園高校（神
奈川県）→立命館大学　④㈲
ナズー　⑧アスレティックト
レーナー

バドミントン／トレーナー
柏崎  陽有
（かしわざき  はるなお）　男
①昭和57年5月8日（28歳）
②北海道　③北海高校（北海
道）→北海道浅井学園大学
④関根スポーツマッサージ治
療院　⑦専任メディカルスタ
ッフ（トレーナー）

近代五種／コーチ
西垣  仁志
（にしがき  ひとし）　男
①昭和42年11月13日（42歳）
②鳥取県　③鳥取工業高校（鳥
取県）→法政大学　④松任高
校

近代五種／コーチ
竹下  国保
（たけした  くにやす）　男
①昭和48年12月31日（36歳）
②熊本県　③大津産業高校（熊
本県）　④自衛隊体育学校

近代五種／トレーナー
浅野  信也
（あさの  しんや）　男
①昭和47年7月15日（38歳）
②静岡県　③三島南高校（静
岡県）　④自衛隊体育学校

ラグビー 【男子】／チームリーダー
太田  治
（おおた  おさむ）　男
①昭和40年3月23日（45歳）
②秋田県　③秋田工業高校（秋
田県）→明治大学　④㈶日本
ラグビーフットボール協会　
⑧ラグビーフットボールコー
チ

ラグビー 【男子】／総務
飯島  康弘
（いいじま  やすひろ）　男
①昭和51年3月15日（34歳）
②東京都　③江北高校（東京
都）→南山大学→マッコーリ
ー大学大学院　④㈶日本ラグ
ビーフットボール協会

ラグビー 【男子】／技術スタッフ
桑野  雄介
（くわの  ゆうすけ）　男
①昭和52年9月9日（33歳）
②福岡県　③早稲田大学本庄
高等学院（埼玉県）→早稲田大
学　④㈶日本ラグビーフット
ボール協会

カヌー／スラローム
大岩  奈青
（おおいわ  なお）　女
①昭和53年8月14日（32歳）
②愛知県　③金城学院高校（愛
知県）→筑波大学→筑波大学
大学院　④国立スポーツ科学
センター

カヌー／スラローム
中垣  浩平
（なかがき  こうへい）　男
①昭和55年10月13日（30歳）
②愛知県　③豊田南高校（愛
知県）→中京大学→筑波大学
大学院　④国立スポーツ科学
センター　⑧カヌーコーチ

カヌー／スラローム
永尾  雄一
（ながお  ゆういち）　男
①昭和54年8月5日（31歳）
②愛知県　③刈谷北高校（愛
知県）→鹿屋体育大学→九州
大学大学院　④国立スポーツ
科学センター

カヌー／スラローム
池田  達昭
（いけだ  たつあき）　男
①昭和48年5月17日（37歳）
②大阪府　③大阪教育大学教
育学部附属高校天王寺校舎（大
阪府）→和歌山大学→筑波大
学大学院　④国立スポーツ科
学センター
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ゴルフ／チームリーダー
川田  太三
（かわた  たいぞう）　男
①昭和19年2月20日（66歳）
②東京都　③立教高校（東京
都）→立教大学　④㈱T&Kイ
ンターナショナル

ゴルフ／総務
内田  愛次郎
（うちだ  あいじろう）　男
①昭和43年2月25日（42歳）
②東京都　③本所工業高校（東
京都）→東ワシントン州立大
学　④㈶日本ゴルフ協会

スカッシュ／コーチ
佐野  公彦
（さの  きみひこ）　男
①昭和47年4月3日（38歳）
②東京都　③法政大学第二高
校（神奈川県）　④SK SQUASH 
SERVICE

ビリヤード＆スヌーカー／コーチ
萩原  孝昌
（はぎわら  たかまさ）　男
①昭和45年8月31日（40歳）
②埼玉県　③専修大学付属高
校（東京都）　④ビリヤードク
ラブ  レーヴ

テコンドー／コーチ
阪口  朗
（さかぐち  あきら）　男
①昭和32年2月18日（53歳）
②大阪府　③浪速高校（大阪
府）→大阪産業大学　④リン
クステコンドーアカデミー　
⑦専任コーチングディレクタ
ートップアスリート担当

テコンドー／コーチ
長野  修士
（ながの  おさむ）　男
①昭和42年9月29日（43歳）
②大分県　③四日市高校（大
分県）→九州共立大学　④㈲中
津リアルエステートセンター   
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

アーチェリー／トレーナー
馬渕  博行
（まぶち  ひろゆき）　男
①昭和53年7月7日（32歳）
②北海道　③帯広柏葉高校（北
海道）→川崎医療福祉大学大
学院　④国立スポーツ科学セ
ンター

空手道／技術スタッフ
津山  捷泰
（つやま  かつひろ）　男
①昭和14年8月17日（71歳）
②京都府　③龍谷高校（佐賀
県）→拓殖大学　④そば処  小
梅　⑧空手道上級コーチ

空手道／総務
野口  弘子
（のぐち  ひろこ）　女
①昭和33年11月6日（52歳）
②茨城県　③下妻第二高校（茨
城県）→桜美林短期大学　　
④㈶全日本空手道連盟

野球／ドクター
富田  一誠
（とみた  かずなり）　男
①昭和43年6月29日（42歳）
②茨城県　③土浦第一高校（茨
城県）→昭和大学　④昭和大
学医学部

武術太極拳／コーチ
孫  建明
（そん  けんめい）　男
①昭和34年12月22日（50歳）
②中華人民共和国　③北海高
校（中国）→北京体育大学　　
④㈳日本武術太極拳連盟

トライアスロン／総務
丹羽  怜美
（にわ  さとみ）　女
①昭和58年8月31日（27歳）
②愛知県　③春日井高校（愛
知県）→中京大学→早稲田大
学大学院　④国立スポーツ科
学センター



The 16th Asian Games Guangzhou 2010 129

Additional O�  cials
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

ダンススポーツ／チームリーダー
仲野  巽
（なかの  たつみ）　男
①昭和16年11月30日（68歳）
②北海道　③道立西高校（北
海道）→北海道大学　④㈳日
本ダンススポーツ連盟　⑧ダ
ンススポーツコーチ

ダンススポーツ／監督
稲澤  義一
（いなざわ  よしかず）　男
①昭和24年10月3日（61歳）
②東京都　③駒澤大学高校（東
京都）→東洋大学　④スタジ
オイナザワ

ダンススポーツ／コーチ
菅野  直子
（すがの  なおこ）　女
①昭和44年6月17日（41歳）
②東京都　③南多摩高校（東
京都）→日本女子体育短期大
学　④フリー　⑧ダンススポ
ーツコーチ

ダンススポーツ／コーチ
水本  泰弘
（みずもと  やすひろ）　男
①昭和27年8月23日（58歳）
②宮崎県　③宮崎大宮高校（宮
崎県）→上智大学　④AIU保険
会社　⑧ダンススポーツコー
チ

セパタクロー／監督
本多  洋実
（ほんだ  ひろみ）　男
①昭和30年9月13日（55歳）
②東京都　③西湘高校（神奈
川県）→日本大学→日本社会
事業大学大学院　④日本体育
大学女子短期大学部

セパタクロー／トレーナー
越田  専太郎
（こしだ  せんたろう）　男
①昭和49年10月24日（36歳）
②大阪府　③川西明峰高校（兵
庫県）→金沢大学→広島大学
大学院　④了德寺大学　⑧ア
スレティックトレーナー

チェス／ウェイキ／総務
小島  文男
（こじま  ふみお）　男
①昭和28年7月1日（57歳）
②埼玉県　③浦和西高校（埼
玉県）→日本大学　④㈶日本
棋院

ローラースポーツ／コーチ
大矢  栄助
（おおや  えいすけ）　男
①昭和14年10月12日（71歳）
②東京都　③早稲田実業中学
（東京都）→早稲田実業高校（東
京都）→法政大学　④フリー

本部支援スタッフ
黒川  仁美
（くろかわ  ひとみ）　女
①昭和40年8月29日（45歳）
②神奈川県　③荏田高校（神
奈川県）→日本女子体育短期
大学　④㈶日本オリンピック
委員会

本部支援スタッフ
林  晃
（はやし  こう）　男
①昭和53年4月14日（32歳）
②広島県　③広陵高校（広島
県）→玉川大学　④㈶日本オ
リンピック委員会




