柔道
JUDO
チームリーダー

細川 伸二

（ほそかわ しんじ） 男
①昭和35年1月2日（47歳）
②兵庫県 ③一宮北中学校→
天理高校→天理大学 ④天理
大学

男子監督

中村 行成

（なかむら ゆきまさ） 男
①昭和47年8月28日（34歳）
②福岡県 ③城香中学校→東
海大第五高校→東海大学
④㈶全日本柔道連盟 ⑤㈶日
本オリンピック委員会専任コ
ーチ
女子監督

白瀬 英春

（しらせ ひではる） 男
①昭和27年3月28日（55歳）
②秋田県 ③土崎中学校→秋
田工業高校→東海大学 ④東
海大学

男子コーチ
柔道

上水 研一朗

（あげみず けんいちろう） 男
①昭和49年6月7日（33歳）
②熊本県 ③八代市立第三中
学校→東海大相模高校→東海
大学→東海大学大学院 ④東
海大学

男子コーチ

田中 力

（たなか ちから） 男
①昭和50年8月1日（32歳）
②佐賀県 ③嬉野中学校→佐
賀龍谷学園龍谷高校→国士舘
大学 ④国士舘大学

女子コーチ

出口 達也

（でぐち たつや） 男
①昭和37年4月21日（45歳）
②富山県 ③小杉中学校→小
杉高校→筑波大学→筑波大学
大学院 ④広島大学 ⑤㈶日
本オリンピック委員会ジュニ
ア強化コーチ

44

THE 24th UNIVERSIADE

女子コーチ

田辺 勝

（たなべ まさる） 男
①昭和47年12月16日（34歳）
②高知県 ③中村中学校→世
田谷学園高校→日本体育大学
④日本体育大学

男子トレーナー

山﨑 篤之

（やまざき あつし） 男
①昭和49年11月15日（32歳）
②神奈川県 ③菅生中学校→
藤嶺学園藤沢高校→千葉工業
大学 ④㈱グローバルスポー
ツ医学研究所

女子トレーナー

木俣 尚子

（きまた なおこ） 女
①昭和55年12月11日（26歳）
②東京都 ③板橋第四中学校
→淑徳高校→東京柔道整形復
専門学校 ④㈱グローバルス
ポーツ医学研究所

選手

石井 慧

（いしい さとし） 男
①昭和61年12月19日（20歳）
②大阪府 ③清風中学校→国
士舘高校→国士舘大学（3年）
④国士舘大学

選手

片渕 慎弥

（かたぶち しんや） 男
①昭和58年10月24日（23歳）
②大阪府 ③久米田中学校→
国士舘高校→国士舘大学
④日本中央競馬会

選手

穴井 隆将

（あない たかまさ） 男
①昭和59年8月5日（23歳）
②大分県 ③碩田中学校→天
理高校→天理大学 ④天理大
学

柔道
JUDO
選手

山本 宜秀

（やまもと のりひで） 男
①昭和62年3月12日（20歳）
②山口県 ③弦巻中学校→世
田谷学園高校→明治大学（3
年） ④明治大学

選手

加藤 博剛

（かとう ひろたか） 男
①昭和60年8月12日（21歳）
②沖縄県 ③国士舘中学校→
国士舘高校→国士舘大学（4
年） ④国士舘大学

選手

大束 正彦

（おおつか まさひこ） 男
①昭和61年2月26日（21歳）
②宮崎県 ③高原中学校→東
海大相模高校→東海大学（4
年） ④東海大学

選手

（うめつ としあき） 男
①昭和58年10月2日（23歳）
②宮城県 ③岩出山中学校→
東北高校→東海大学 ④綜合
警備保障㈱

選手

平岡 拓晃

（ひらおか ひろあき） 男
①昭和60年2月6日（22歳）
②広島県 ③阿品台中学校→
近大福山高校→筑波大学
④学校法人 了徳寺学園

選手

立山 真衣

（たてやま まい） 女
①昭和61年6月14日（21歳）
②熊本県 ③八代第七中学校
→熊本西高校→東海大学（3
年） ④東海大学

杉本 美香

（すぎもと みか） 女
①昭和59年8月27日（22歳）
②兵庫県 ③弥刀中学校→汎
愛高校→筑波大学 ④コマツ

選手

穴井 さやか

（あない さやか） 女
①昭和61年8月15日（20歳）
②大分県 ③碩田中学校→大
分豊府高校→帝京大学（3年）
④帝京大学

選手

國原 頼子

（くにはら よりこ） 女
①昭和60年11月20日（21歳）
②新潟県 ③黒埼中学校→淑
徳高校→淑徳大学（4年）
④淑徳大学

選手

平井 希

柔道

梅津 敏昭

選手

（ひらい のぞみ） 女
①昭和61年9月19日（20歳）
②静岡県 ③相原中学校→東
海大相模高校→東海大学（3
年） ④東海大学

選手

宇髙 菜絵

（うだか なえ） 女
①昭和60年3月6日（22歳）
②愛媛県 ③西条北中学校→
宇和島東高校→帝京大学
④コマツ

選手

川﨑 萌

（かわさき もえ） 女
①昭和63年5月16日（19歳）
②高知県 ③香長中学校→岡
豊高校→帝京大学（1年）
④帝京大学
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柔道
JUDO
選手

福見 友子

（ふくみ ともこ） 女
①昭和60年6月26日（22歳）
②茨城県 ③土浦第六中学校
→土浦日大高校→筑波大学（4
年） ④筑波大学

柔道
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ソフトボール
SOFTBALL
チームリーダー

末井 健作

（すえい けんさく） 男
①昭和19年6月15日（63歳）
②兵庫県 ③赤穂市立赤穂中学
校→赤穂高校→日本体育大学
④兵庫県立大学 ⑤日本ユニバ
ーシアード委員会委員 ⑥陸上
競技コーチ、スキー上級指導員、
ソフトボール上級コーチ

監督

久保田 豊司

（くぼた とよし） 男
①昭和37年7月24日（45歳）
②大阪府 ③都島中学校→市
岡高校→大阪教育大学 ④大
阪国際大学 ⑥ソフトボール
コーチ

コーチ

木田 京子

（きだ きょうこ） 女
①昭和47年7月31日（35歳）
②福井県 ③衣笠中学校→西
山高校→園田学園女子大学
④園田学園女子大学 ⑥ソフ
トボールコーチ

コーチ

（ふなやま けんいち） 男
①昭和50年12月10日（31歳）
②山形県 ③小国中学校→南
陽高校→関東学園大学 ④東
北福祉大学 ⑥ソフトボール
コーチ

総務

藤井 まり子

（ふじい まりこ） 女
①昭和36年3月25日（46歳）
②東京都 ③八王子市立第二
中学校→都立第五商業高校→
日本体育大学 ④㈶日本ソフ
トボール協会 ⑥ソフトボー
ルコーチ
ドクター

山下 義則

（やました よしのり） 男
①昭和26年3月12日（56歳）
②高知県 ③鏡野中学校→土
佐高校→徳島大学 ④県立白
鳥病院付属津田診療所 ⑥ス
ポーツドクター

篠崎 仁美

（しのざき ひとみ） 女
①昭和43年12月17日（38歳）
②静岡県 ③浜岡中学校→藤
岡南女子高校→東京医療専門
学校 ④㈱日立製作所 ⑥ソ
フトボール指導員

選手

上村 さつき

（うえむら さつき） 女
①昭和60年5月12日（22歳）
②大阪府 ③四條畷学園中学
校→四條畷学園高校→大阪大
谷大学（4年） ④大阪大谷大
学

選手

重藤 恵理佳

（しげふじ えりか） 女
①昭和62年7月6日（20歳）
②神奈川県 ③渡田中学校→
厚木商業高校→日本体育大学
（2年） ④日本体育大学

選手

高橋 真弓

ソフトボール

舟山 健一

トレーナー

（たかはし まゆみ） 女
①昭和61年4月6日（21歳）
②宮城県 ③鳴子中学校→古
川学園高校→東北福祉大学（3
年） ④東北福祉大学

選手

山口 憲子

（やまぐち のりこ） 女
①昭和61年9月22日（20歳）
②大分県 ③湯布院中学校→
大分西高校→園田学園女子大
学（3年） ④園田学園女子大
学

選手

鹿島 唯

（かしま ゆい） 女
①昭和62年3月21日（20歳）
②埼玉県 ③白岡南中学校→
星野高校→日本体育大学（3
年） ④日本体育大学
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ソフトボール
SOFTBALL
選手

渡邉 華月

（わたなべ かづき） 女
①昭和60年8月23日（21歳）
②鹿児島県 ③岩川中学校→
鹿児島女子高校→園田学園女
子大学（4年） ④園田学園女
子大学

選手

池原 惠

（いけはら めぐみ） 女
①昭和62年1月25日（20歳）
②奈良県 ③三郷中学校→奈
良女子高校→園田学園女子大
学（3年） ④園田学園女子大
学

選手

井上 愛

（いのうえ めぐみ） 女
①昭和63年10月25日（18歳）
②茨城県 ③勝田第三中学校
→星野高校→東北福祉大学（1
年） ④東北福祉大学

選手
ソフトボール

小柳 薫

（おやなぎ かおる） 女
①昭和62年10月14日（19歳）
②愛知県 ③原中学校→多治
見西高校→東京女子体育大学
（2年） ④東京女子体育大学

選手

加藤 恵理

（かとう えり） 女
①昭和61年5月23日（21歳）
②栃木県 ③三島中学校→大
田原女子高校→東北福祉大学
（3年） ④東北福祉大学

選手

佐々木 瞳

（ささき ひとみ） 女
①昭和60年7月22日（22歳）
②東京都 ③大幡中学校→埼
玉栄高校→富士大学（4年）
④富士大学
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選手

髙橋 あゆみ

（たかはし あゆみ） 女
①昭和60年8月21日（21歳）
②埼玉県 ③北中学校→星野
高校→日本体育大学（4年）
④日本体育大学

選手

森田 涼

（もりた りょう） 女
①平成元年3月16日（18歳）
②京都府 ③望海中学校→須
磨ノ浦女子高校→園田学園女
子大学（1年） ④園田学園女
子大学

選手

岡本 由香

（おかもと ゆか） 女
①昭和61年6月17日（21歳）
②広島県 ③庄原中学校→庄
原格致高校→大阪国際大学（3
年） ④大阪国際大学

選手

亀本 伊純

（かめもと いずみ） 女
①昭和61年1月22日（21歳）
②大阪府 ③西山田中学校→
京都西山高校→龍谷大学（4
年） ④龍谷大学

選手

城戸 絵理沙

（きど えりさ） 女
①昭和61年5月2日（21歳）
②埼玉県 ③栗橋西中学校→
星野高校→東京女子体育大学
（3年） ④東京女子体育大学

選手

森 さやか

（もり さやか） 女
①昭和63年9月29日（18歳）
②埼玉県 ③川角中学校→星
野高校→東京女子体育大学（1
年） ④東京女子体育大学

バドミントン
BADMINTON
チームリーダー

長谷川 博幸

（はせがわ ひろゆき） 男
①昭和32年1月19日（50歳）
②福井県 ③勝山中学校→勝
山高校→中央大学 ④尚美学
園大学

監督

今井 紀夫

（いまい のりお） 男
①昭和47年11月25日（34歳）
②富山県 ③井口中学校→高
岡工芸高校→日本体育大学
④日本体育大学

コーチ

朴 星宇

（パク ソンウ） 男
①昭和46年8月22日（35歳）
②韓国 ③釜山中学校→九徳
高校→圓光大学 ④㈶バドミ
ントン協会 ⑤㈶日本オリン
ピック委員会ジュニア強化コ
ーチ
コーチ

神谷 ジャーミン

選手

古財 和輝

（こざい かずてる） 男
①昭和61年1月25日（21歳）
②熊本県 ③武蔵ヶ丘中学校
→熊本学園大学付属高校→日
本体育大学（4年） ④日本体
育大学

選手

遠藤 大由

（えんどう ひろゆき） 男
①昭和61年12月16日（20歳）
②埼玉県 ③里中学校→小松
原学園高校→日本体育大学（3
年） ④日本体育大学

佐伯 祐行

（さえき ひろゆき） 男
①昭和62年7月8日（20歳）
②岡山県 ③連島中学校→水
島工業高校→日本大学（2年）
④日本大学

選手

数野 健太

（かずの けんた） 男
①昭和60年11月25日（21歳）
②滋賀県 ③日吉中学校→比
叡山高校→日本大学（4年）
④日本大学

選手

早川 賢一

（はやかわ けんいち） 男
①昭和61年4月5日（21歳）
②滋賀県 ③日吉中学校→比
叡山高校→日本大学（3年）
④日本大学

選手

平山 優

（ひらやま ゆう） 女
①昭和60年7月25日（22歳）
②宮城県 ③聖ウルスラ学院
中学校→聖ウルスラ学院高校
→早稲田大学（4年） ④早稲
田大学

バドミントン

（かみや ジャーミン） 女
①昭和39年12月4日（42歳）
②中国 ③沙市市第一中学校
→沙市市第一高校→武漢体育
学院 ④ヨネックス㈱

選手

選手

関谷 真由

（せきや まゆ） 女
①昭和62年2月25日（20歳）
②愛媛県 ③中萩中学校→九
州国際大学付属高校→早稲田
大学（3年） ④早稲田大学

選手

村松 瑞穂

（むらまつ みずほ） 女
①昭和60年9月12日（21歳）
②静岡県 ③富士宮第一中学
校→星陵高校→筑波大学（4
年） ④筑波大学
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バドミントン
BADMINTON
選手

伊東 可奈

（いとう かな） 女
①昭和60年9月15日（21歳）
②石川県 ③金石中学校→金
沢向陽高校→日本体育大学（4
年） ④日本体育大学

選手

内藤 真実

（ないとう まみ） 女
①昭和61年12月25日（20歳）
②福島県 ③串川中学校→元
石川高校→日本体育大学（3
年） ④日本体育大学

バドミントン
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射撃／ライフル射撃
SHOOTING-RIFLE
監督

佐橋 朋木

（さはし ともき） 男
①昭和46年7月28日（36歳）
②神奈川県 ③明治大学付属中
野中学校→明治大学付属中野高
等学校→明治大学 ④日清紡績
㈱ ⑤㈶日本オリンピック委員
会ジュニア強化コーチ
選手

篠原 章宏

（しのはら あきひろ） 男
①昭和60年3月22日（22歳）
②徳島県 ③北井上中学校→
城西高等学校→法政大学
④徳島県ライフル射撃連盟

選手

阿久津 昌弘

（あくつ まさひろ） 男
①昭和60年9月9日（21歳）
②栃木県 ③芳賀中学校→真
岡北陵高等学校→日本大学（4
年） ④日本大学

選手

大和田 典子

（おおわだ のりこ） 女
①昭和59年3月31日（23歳）
②千葉県 ③大網中学校→東
海大学付属望洋高校→明治大
学 ④綜合警備保障㈱

選手

加藤 由紀子

（かとう ゆきこ） 女
①昭和58年12月30日（23歳）
②千葉県 ③冨士見中学校→
茂原高校→中央大学 ④総務
省

選手

井浦 美鈴

（いうら みすず） 女
①昭和63年5月16日（19歳）
②徳島県 ③藍住町立藍住中
学校→徳島県立城北高等学校
→関西大学（1年） ④関西大
学

選手

岡 篤彦

射撃／ライフル射撃

（おか あつひこ） 男
①昭和60年5月1日（22歳）
②滋賀県 ③甲西中学校→水
口高校→東洋大学（4年）
④東洋大学

選手

山下 理貴

（やました りき） 男
①昭和63年9月17日（18歳）
②石川県 ③城南中学校→金
沢辰巳丘高校→中央大学（1
年） ④中央大学

選手

古野本 真希

（このもと まき） 女
①昭和59年12月16日（22歳）
②埼玉県 ③伊奈中学校→国
際学院高等学校→日本大学
④㈱日立情報システムズ
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ゴルフ
GOLF
チームリーダー

松本 富夫

（まつもと とみお） 男
①昭和7年6月9日（75歳）
②東京都 ③成城学園中学校
→成城学園高校→慶應義塾大
学 ④日本学生ゴルフ連盟
⑤日本ユニバーシアード委員
会委員
監督

阿部 靖彦

（あべ やすひこ） 男
①昭和37年5月19日（45歳）
②秋田県 ③大曲市立大曲中
学校→大曲農業高校→東北福
祉大学→東北福祉大学院
④東北福祉大学

総務

芝山 ちづる

（しばやま ちづる） 女
①昭和55年6月5日（27歳）
②埼玉県 ③吉川町立南中学
校→越谷南高校→跡見学園女
子大学 ④日本学生ゴルフ連
盟

選手

池田 勇太

（いけだ ゆうた） 男
①昭和60年12月22日（21歳）
②千葉県 ③千葉市立葛城中
学校→千葉学芸高校→東北福
祉大学（4年） ④東北福祉大
学

ゴルフ

選手

安本 大祐

（やすもと だいすけ） 男
①昭和62年1月20日（20歳）
②北海道 ③札幌市立厚別中
学校→北海道尚志学園高校→
東北福祉大学（3年） ④東北
福祉大学

選手

宇佐美 祐樹

（うさみ ゆうき） 男
①平成元年3月6日（18歳）
②東京都 ③鎌倉市立大船中
学校→杉並学院高校→日本大
学（1年） ④日本大学
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選手

永野 竜太郎

（ながの りゅうたろう） 男
①昭和63年5月6日（19歳）
②熊本県 ③益城町立木山中
学校→水城高校→東北福祉大
学（1年） ④東北福祉大学

選手

小山 恵利子

（こやま えりこ） 女
①昭和61年9月11日（20歳）
②東京都 ③足立区立第十三
中学校→武蔵野高校→日本大
学（3年） ④日本大学

選手

綾田 紘子

（あやだ ひろこ） 女
①昭和62年8月16日（19歳）
②東京都 ③高松市立紫雲中
学校→共立女子第二高校→法
政大学（2年） ④法政大学

選手

小橋 絵利子

（こばし えりこ） 女
①昭和63年4月25日（19歳）
②岡山県 ③清心中学校→香
川西高校→立命館大学（1年）
④立命館大学

テコンドー
TAEKWONDO
監督

阪口 晃

（さかぐち あきら） 男
①昭和32年2月18日（50歳）
②大阪府 ③住吉中学校→浪
速高校→大阪産業大学 ④㈲
リンクスワーク

コーチ

金井 洋

（かない ひろし） 男
①昭和48年5月24日（34歳）
②東京都 ③開進第四中学校
→大東文化大学第一高校→大
東文化大学 ④㈶江東区健康
スポーツ公社

選手

内村 剣悟

（うちむら けんご） 男
①昭和62年2月25日（20歳）
②福岡県 ③猪位登中学校→
漢城高校→壇国大学校（3年）
④壇国大学校

選手

樋口 清輝

（ひぐち きよてる） 男
①昭和56年3月22日（26歳）
②熊本県 ③阿蘇北中学校→
豊生高校→啓明大学校（4年）
④啓明大学校

選手

宝城 泰成

テコンドー

（ほうじょう たいせい） 男
①昭和58年11月8日（23歳）
②三重県 ③四日市朝鮮初中
級学校→愛知朝鮮中高級学校
→大阪経済法科大学 ④HICS

選手

山路 藍

（やまじ あい） 女
①昭和61年5月8日（20歳）
②兵庫県 ③中山五月台中学
校→宝塚東高校→天理大学（3
年） ④天理大学
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アディッショナルオフィシャル
ADDITIONAL OFFICIALS
陸上競技／コーチ

安井 年文

（やすい としふみ） 男
①昭和42年2月7日（40歳）
②広島県 ③西城中学校→庄
原格致高校→筑波大学→筑波
大学大学院 ④青山学院大学
⑥陸上競技コーチ

陸上競技／コーチ

米田 勝朗

（よねだ かつろう） 男
①昭和43年5月20日（39歳）
②宮崎県 ③岩戸中学校→高
千穂高校→日本体育大学→日
本体育大学大学院 ④名城大
学

陸上競技／コーチ

今村 文男

（いまむら ふみお） 男
①昭和41年11月5日（40歳）
②千葉県 ③柏中学校→八千
代松陰高校→東洋大学→順天
堂大学大学院 ④富士通㈱

水泳／競泳／ドクター

渡部 厚一

（わたなべ こういち） 男
①昭和41年2月6日（41歳）
②東京都 ③上石神井中学校
→開成高校→筑波大学 ④筑
波大学大学院人間総合科学研
究科 ⑥スポーツドクター
アディッショナルオフィシャル

水泳／競泳／トレーナー

八木 茂典

（やぎ しげのり） 男
①昭和45年11月10日（36歳）
②愛知県 ③成章高校→東洋
大学 ④東京医科歯科大学大
学院運動器外科学 ⑥アスレ
ティックトレーナー

水泳／競泳／トレーナー

地神 裕史

（ぢがみ ひろふみ） 男
①昭和54年12月17日（27歳）
②茨城県 ③牛久第一中学校
→江戸川学園取手高校→東京
都立保健科学大学→首都大学
東京 ④東京厚生年金病院
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水泳／競泳／トレーナー

伴田 吉彦

（ばんだ よしひこ） 男
①昭和55年3月26日（27歳）
②兵庫県 ③真砂中学校→兵
庫県立西宮今津高校→明治東
洋医学院専門学校 ④伴田整
骨院

水泳／水球／トレーナー

吉沢 剛

（よしざわ つよし） 男
①昭和53年3月28日（29歳）
②神奈川県 ③私立神奈川大
学附属中学校→私立神奈川大
学附属高校→国立仙台病院附
属リハビリテーション学院
④緑園ゆきひろ整形外科
サッカー【男子】／総務

飯田 義明

（いいだ よしあき） 男
①昭和39年12月14日（42歳）
②愛知県 ③桜山中学校→旭
野高校→筑波大学 ④専修大
学

サッカー【男子】／技術スタッフ

小杉 光正

（こすぎ みつまさ） 男
①昭和54年5月20日（28歳）
②茨城県 ③吾妻中学校→竹
園高校→東京学芸大学
④（NPO）かえるスポーツクラ
ブ

サッカー【女子】／技術スタッフ

福井 真司

（ふくい しんじ） 男
①昭和42年10月17日（39歳）
②三重県 ③中部中学校→松
阪高校→日本体育大学→日本
体育大学大学院 ④尚絅学院
大学

テニス／総務

越智 亘

（おち わたる） 男
①昭和50年9月23日（31歳）
②広島県 ③五月が丘中学校
→広陵高校→亜細亜大学
④Sanwa Sports (Asia)
Promotions Pte. Ltd

アディッショナルオフィシャル
ADDITIONAL OFFICIALS
テニス／総務

小野塚 弓乃

（おのづか ゆみの） 女
①昭和61年2月3日（21歳）
②東京都 ③聖徳大学附属中
学校→聖徳大学附属高校→亜
細亜大学（4年） ④亜細亜大
学 ⑤日本ユニバーシアード
委員会委員
バレーボール【男子】／総務

河村 光次

（かわむら こうじ） 男
①昭和57年8月27日（24歳）
②千葉県 ③飯山満中学校→
東海大付属浦安高校→東海大
学 ④㈱アシックス

バレーボール【女子】／総務

内山 友和

（うちやま ともかず） 男
①昭和50年5月25日（32歳）
②東京都 ③四谷第一中学校
→東亜学園高等学校→明治大
学 ④ミズノ㈱

バスケットボール【女子】／コーチ

柴田 雅貴

（しばた まさき） 男
①昭和46年7月10日（36歳）
②愛知県 ③吉田方中学校→
愛知県立小坂井高校→筑波大
学→筑波大学大学院 ④日本
女子体育大学 ⑥バスケット
ボール上級コーチ
アディッショナルオフィシャル

卓球／総務

田中 優一

（たなか ゆういち） 男
①昭和60年12月11日（21歳）
②東京都 ③神明中学校→専
修大学付属高校→専修大学（4
年） ④専修大学

柔道／ドクター

宮﨑 誠司

（みやざき せいじ） 男
①昭和40年2月22日（42歳）
②神奈川県 ③愛光学園中学
校→愛光学園高校→愛媛大学
→東海大学大学院 ④東海大
学 ⑥スポーツドクター
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帯同審判
Accompanying Referees and Judges
水泳／飛込

伊藤 正明

（いとう まさあき） 男
①昭和32年1月31日（50歳）
③東北中学校→長岡商業高校
→日本体育大学 ④世田谷学
園

水泳／飛込

湯浅 よしの

（ゆあさ よしの） 女
①昭和41年2月2日（41歳）
②兵庫県 ③松蔭中学校→マ
カラ高等学校

水泳／水球

牧田 和彦

（まきた かずひこ） 男
①昭和34年7月2日（48歳）
③日本体育大学 ④東和大学
附属昌平高校

サッカー【男子】

松尾 一

（まつお はじめ） 男
①昭和47年9月26日（34歳）

サッカー【女子】

馬場 佐知子

（ばば さちこ） 女
①昭和48年10月21日（33歳）

帯同審判

バレーボール【男子】

加治 健男

（かじ やすお） 男
①昭和31年8月5日（51歳）
②福岡県 ③弓削田中学校→
西田川高校→日本体育大学
④福岡県立京都高校
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バレーボール【女子】

印藤 智一

（いんどう ともかず） 男
①昭和37年6月22日（45歳）
②北海道 ③藻岩中学校→札
幌旭丘高校→北海道大学医療
短期大学 ④北海道社会保険
病院

体操／体操【男子】

鈴木 昭

（すずき あきら） 男
①昭和31年7月1日（50歳）
②福島県 ③白河中央中学校
→福島県立郡山工業高校→東
海大学→東海大学大学院
④福島県立白河旭高等学校

体操／体操【男子】

髙橋 孝徳

（たかはし たかのり） 男
①昭和43年12月13日（38歳）
②東京都 ③小岩第四中学校
→千葉商科大学付属高等学校
→千葉商科大学→順天堂大学
大学院 ④東京国際大学（非
常勤）
体操／体操【女子】

近藤 典子

（こんどう のりこ） 女
①昭和33年7月13日（49歳）
②東京都 ③鈴が森中学校→
国学院高校→日本体育大学
④日本体育大学

体操／体操【女子】

大森 智子

（おおもり ともこ） 女
①昭和46年6月24日（36歳）
②東京都 ③小中台中学校→
習志野高校→日本女子体育大
学 ④千葉県立千葉女子高等
学校

体操／新体操

長谷川 洋子

（はせがわ ようこ） 女
①昭和26年11月28日（55歳）
②千葉県 ③東金第二中学校
→東金高校→東京女子体育大
学 ④東京女子体育大学
⑥体操コーチ

帯同審判
Accompanying Referees and Judges
体操／新体操

山本 里佳

（やまもと りか） 女
①昭和40年3月8日（42歳）
②北海道 ③私立北星学園女
子中学校→私立北星学園女子
高校→東京女子体育大学
⑥体操上級コーチ

フェンシング

中田 玲子

（なかた れいこ） 女
①昭和40年3月22日（42歳）
②東京都 ③私立藤村女子中学
校→私立藤村女子高等学校→東
京女子体育大学 ④㈳日本フェ
ンシング協会 ⑤㈶日本オリン
ピック委員会ジュニア強化コーチ
柔道

野瀬 清喜

（のせ せいき） 男
①昭和27年8月10日（54歳）
②新潟県 ③京ヶ瀬中学校→
新発田高校→東京教育大学→
筑波大学大学院 ④埼玉大学

ソフトボール

加藤 謙蔵

（かとう けんぞう） 男
①昭和13年8月10日（69歳）
②富山県 ③吉江中学校→福
野高校→富山大学 ④㈶日本
ソフトボール協会

帯同審判
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