
©IWGA

 [第11回大会] 2022年バーミングハム大会

2022年7月7日　17日（11日間） バーミングハム市（アメリカ合衆国）
https://twg2022.com

選手名簿
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監　督 渡邊 将広　ワタナベ マサヒロ
②33歳　③男

コーチ 安倍 晴日　アンバイ ハルカ
②33歳　③男

コーチ 白井 健太朗　シライ ケンタロウ
②35歳　③男

コーチ 千野 秀行　センノ ヒデユキ
②40歳　③男

コーチ 福島 梨絵　フクシマ リエ
②41歳　③女

コーチ 三浦 誠実　ミウラ マコト
②28歳　③男

大西 咲菜　オオニシ サキナ
①スタンダード　②20歳　③女　⑤富山県　⑥全日本選手
権10ダンス 優勝（2022）　⑦1回目

大西 大晶　オオニシ ヒロアキ
①スタンダード　②23歳　③男　⑤富山県　⑥全日本選手
権10ダンス 優勝（2022）　⑦1回目

半井 重幸　ナカライ シゲユキ
①ブレイキン　②20歳　③男　⑤大阪府　⑥Dance Alive 
Hero’s 2022-Breaking solo 優勝　⑦1回目

福島 あゆみ　フクシマ アユミ
①ブレイキン　②39歳　③女　⑤京都府　⑥JDSF breaking 
bgirl 優勝　⑦1回目

湯浅 亜実　ユアサ アミ
①ブレイキン　②23歳　③女　⑤埼玉県　⑥全日本選手権 
準優勝（2022）　⑦1回目

監　督 上関 竜矢　カミゼキ リュウヤ
②34歳　③男

コーチ 小田金 誠　オダガネ マコト
②53歳　③男

コーチ 中川 智博　ナカガワ トモヒロ
②35歳　③男

コーチ 山田 開人　ヤマダ カイト
②26歳　③男

上関 風雅　カミゼキ フウガ
①ドローンレース　②14歳　③男　④JAPRADAR　⑤埼
玉県　⑥JAPAN DRONE LEAGUE 2021 年間総合優勝　
⑦1回目　⑨本大会最年少出場？

齋藤 三佳　サイトウ ミカ
①ドローンレース　②27歳　③女　④GLAiT　⑤福岡県　
⑥Japan Drone League 2021 Round4 Expert 優勝　⑦1
回目　⑨常に日本の女性レーサーのトップを走り続ける

監　督 福田 豊　フクダ ユタカ
②49歳　③男

平口 結貴　ヒラグチ ユウキ
①プール　②24歳　③女　④日本プロポケットビリヤード
連盟　⑤北海道　⑥ジャパンオープン 優勝（2016）　⑦1
回目　⑨勝負どころでの集中力

船木 耕司　フナキ コウジ
①キャロム　②51歳　③男　④日本プロビリヤード連
盟　⑤宮城県　⑥全日本スリークッション選手権　優勝
（2021）　⑦1回目　⑨攻撃力が光るベテラン選手

監　督 丸山 一馬　マルヤマ カズマ
②44歳　③男

コーチ 石川 佳奈芽　イシカワ カナメ
②27歳　③女

ギョコス ラヨッシュ
①カヌーマラソンK1　②42歳　③男　④土佐町　⑤ハンガ
リー　⑥全日本選手権大会　優勝　⑦1回目　⑨元スプリ
ント世界チャンピオン。子どもたちにカヌー指導により夢と希
望を与えています

渡邉 えみ里　ワタナベ エミリ
①カヌーマラソンWK1　②25歳　③女　④日本スポーツ振
興センター　⑤山梨県　⑥全日本選手権大会　優勝　⑦1
回目　⑨富士五湖のひとつ精進湖でカヌーに出会い、スプリ
ントジュニア、大学日本代表としても活躍

監　督 永尾 嘉教　ナガオ ヨシノリ
②47歳　③男

大貫 渉　オオヌキ ワタル
①フィールド・リカーブ　②28歳　③男　④サガミ　⑤神
奈川県　⑥全日本選手権大会　優勝（2022）　⑦２回目　
⑧銅　⑨初出場で銅メダルを獲得した前大会。今大会は更な
る飛躍を目指して挑戦します

エアースポーツ
JWGA会員団体　一般財団法人 日本航空協会

ビリヤード
JWGA会員団体　公益社団法人 日本ビリヤード協会

ダンススポーツ
JWGA会員団体　公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟

カヌー
JWGA会員団体　公益社団法人 日本カヌー連盟

アーチェリー
JWGA会員団体　公益社団法人 全日本アーチェリー連盟

公式競技（17競技：105名）

日本選手団長

日本ワールドゲームズ協会 副会長
（公益財団法人笹川スポーツ財団 理事長）

渡邉 一利

①出場種目 ②年齢 ③性別 ④所属 ⑤出身地 ⑥最近の主な成績 ⑦ワールドゲームズ出場回数 ⑧2017年大会の成績 ⑨アピールポイントなど

日本代表選手一覧
（22競技：142名）

最高速度時速200km近い高速で飛行するドローンレースは、一瞬の操作ミ
スで結果が左右する非常に繊細なスポーツです。ドローンに取り付けられた
カメラからの映像を専用のゴーグルで見ながらラジオコントロールで操縦する
ドローンレースは、正に自分自身がドローンに乗り込んでレースをしている様
な迫力とエキサイティングな競技です。

ビリヤード競技は、スヌーカー、キャロム、プール（ポケット）の３種目が行わ
れますが、今回は日本から、キャロム、プール（ポケット）の２種目に２名の選
手がエントリーしています。キャロム種目のスリークッションには、2021年同
種目全日本選手権で優勝した船木耕司選手が挑みます。このところ、世界か
ら水を開けられた感のある同種目ですが、船木選手は今、最も脂が乗ってい
ると言えるベテラン選手です。文字通り世界トップレベルの選手が集結する
中で、国際大会の経験も豊かな船木選手の健闘が期待されます。プール（ポ
ケット）種目には、９ボール女子の部に若手の気鋭、平口結貴選手が出場しま
す。平口選手は10代の頃からトップアマとして注目され、2016年に女子史上
最年少プロとなってからもジャパン・オープンで優勝するなど活躍を続けてい
ます。フレッシュな若い力が世界の強豪達を相手にどのような戦いを繰り広げ
るか、目が離せない大会です。

1周約2kmの周回コースを10周漕ぎ切るカヌーマラソン。特徴的なのは、1周
ごとに陸へあがり、ポーテージという陸走エリアがあることです。ポーテージ
エリアでは艇を持ったり、担いだりして観客の目の前を走り抜け、再び水上で
のパドリングを繰り返します。スタートでは良いコースを取るために格闘技の
様に激しいぶつかり合いもあり、回航地点では、いかに有利なポジションで回
るかの駆け引きがあり、ポーテージでは、そのまま走り抜けるかフィーディング
エリアで給水を受けるかの判断も見ものです。カヌーマラソンは、パドリング
以外の駆け引きも見ごたえがあり、MCによるアナウンスと音楽が観客と選手
の一体感を創出して会場を盛り上げます。ラヨッシュ選手はハンガリー出身の
スプリント競技の元世界チャンピオン。怪我などでトレーニングからは少し遠

選手の皆さんが安全安心な環境のなか、最高
のパフォーマンスを発揮できるよう、選手団長
として精一杯役割を果たします。

森や山などの地形を最大限に活かし、10ｍ〜60ｍまでの距離で的が設置され
ます。距離に応じて4つの大きさの的が設置され、射つ角度や足場の状態、風
や雨の影響など、様々な要素を考慮して射つ必要があり、少しの状況判断のミ
スで大きく得点を損なうことも珍しくありません。決勝では、予選のランキング
によって対戦が割り当てられ、下位選手から対戦する方式（パラマス方式）に
て、1対1のマッチ戦が行われます。行射する的の数も減り、準決勝以降は4つ
の的（12本）の合計で勝敗が決まるため、ちょっとしたミスでも勝敗に大きく影
響します。実力の近い選手の対戦となるため、最後まで勝敗が決まらないシー
ソーゲームになることが多く、勝つか負けるかの戦いの中、対戦相手に影響さ

　1981年にアメリカのサンタクララで第1回

大会が開催されて以来40年の歳月を経て、

この夏再びアメリカの地で第11回大会が開

催されます。新型コロナウイルスの影響によ

り一年延期となりましたが今大会は過去最

多となる110の国や地域から約3,600名もの

世界最高峰のトップアスリートが34競技223

種目でメダルを競います。アジア最多の選手

数を誇る日本からは142名の精鋭が日の丸

を胸に熱戦の舞台に挑みますが、最高のパ

フォーマンスを発揮されますようご健闘を心

よりご祈念申し上げます。

　また、日本選手団の大会参加に伴い、渡航

費の一部をご支援賜りました日本スポーツ

振興センター様、素晴らしい代表ウエアをご

支援賜りましたファイテン株式会社様をはじ

め、お力添えををいただいておりますすべて

の方々に心より感謝・御礼を申し上げます。

ごあいさつ

日本ワールドゲームズ協会 会長
（日本オリンピック委員会 名誉委員）

赤 木  恭 平

れることなく、自分のパフォーマンスができるかが、一番の見どころです。今大
会に参加する大貫選手は、前回大会に初出場ながら、見事に銅メダルを獲得し
ました。翌2018年の世界選手権では、金メダルを獲得し、世界の頂点に駆け
上がりました。世界チャンピオンとして挑む今大会ですが、チャレンジャーの気
持ちで更なる高みにチャレンジする大貫選手に是非ご注目ください。

ざかっていましたが、日本選手団の為に自分を超える選手の出現を楽しみなが
ら、再トレーニングで代表の座を勝ち取り、日本のカヌー界に多大な影響を与
え続けています。渡邉えみ里選手は、スプリントの選手。トレーニングの一環
で取り組んだマラソンで代表の座を獲得し健闘が期待されます。

スタンダード部門出場選手は、富山県出身の兄妹カップルで、昨年11月の三笠
宮杯全日本選手権で、初優勝した今一番伸び盛りの注目選手です。幼少期から
ダンスを始め、ジュニア・ユース時代から頭角を現し、世界選手権日本代表とし
て活躍しています。10代半ばには兄妹ふたりで海外遠征もこなすほど海外出場
経験も豊富で、世界トップ選手が一堂に会するこの大会でも、大いにその活躍
が期待されるところです。スタンダードは社交ダンスの優雅なダンスの印象があ
りますが、ダンススポーツのスタンダードはパワーとスピードと繊細なフットワー
クを楽しめる華やかなスポーツです。ブレイキン競技では、1対1での「バトル」
が行われ、ブレイカー（選手）はDJが流す即興の音楽に合わせてパフォーマン
スを披露し、審査員が技術力や表現力、構成などをもとに評価をします。また、
会場が一体となる空気感も魅力のひとつです。パフォーマンスを楽しむ上では、
アクロバティックな動きが見どころのひとつですが、その上で、ダンサーひとりひ
とりがどんな踊りをしているのかを見ていくと一層面白さが増すスポーツです。
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①出場種目 ②年齢 ③性別 ④所属 ⑤出身地 ⑥最近の主な成績 ⑦ワールドゲームズ出場回数 ⑧2017年大会の成績 ⑨アピールポイントなど
日本代表選手一覧（22競技：142名）

田口 久乃　タグチ ヒサノ
①個人競技　②15歳　③女　④安達新体操クラブ/あずさ
第一高等学校　⑤千葉県　⑥新体操日本代表選考会 4位
（2022）　⑦1回目　⑨踊り心があり4種目違うカラーを出
せるところ

コーチ 寺田龍平　テラダ リョウヘイ
②34歳　③男

コーチ 永島 正和　ナガシマ マサカズ
②44歳　③男

コーチ 山田 幸代　ヤマダ サチヨ
②39歳　③女

井田 ほのか　イダ ホノカ
②22歳　③女　④MISTRAL　⑤京都府　⑥U19（2019）　
⑦1回目

井上 果歩　イノウエ カホ
②26歳　③女　④MISTRAL　⑤茨城県　⑥ワールドゲー
ムズ（2017）　⑦2回目　⑧5位

岩田 菜央美　イワタ ナオミ
②26歳　③女　④MISTRAL　⑤神奈川県　⑥ワールド
ゲームズ（2017）　⑦2回目　⑧5位

河合 寧々　カワイ ネネ
②20歳　③女　④学習院大学　⑤東京都　⑦1回目

本名 拓　ホンナ タク
①アルティメット　②30歳　③男　④Nomadic Tribe　⑤
福島県　⑥全日本選手権大会 オープン部門 3位　⑦２回目　
⑧５位　⑨シュートとディフェンス！点を取るプレー

松野 政宏　マツノ マサヒロ
①アルティメット　②38歳　③男　④文化シヤッターBuzz 
Bullets　⑤大阪府　⑥全日本選手権大会 オープン部門 優勝　
⑦3回目　⑨相手の嫌がるプレー、最年長頑張ります

村岡 彰文　ムラオカ アキフミ
①アルティメット　②28歳　③男　④Technicolor　⑤埼玉
県　⑥全日本選手権大会 オープン部門 5位　⑦1回目　⑨
走る。ミックス頑張ります

吉田 楓　ヨシダ カエデ
①アルティメット　②26歳　③女　④東京マーベリックス　
⑤東京都　⑥全日本選手権大会 ウィメン部門 3位　⑦1回目　
⑨サイドシュート、縦へ進む大きなプレー

監　督 岡田 真人　オカダ マサト
②44歳　③男

コーチ 藤岡 あゆみ　フジオカ アユミ
②43歳　③女

コーチ 和田 貢一　ワダ コウイチ
②44歳　③男

浅田 一輝　アサダ カズキ
①アルティメット　②28歳　③男　④大阪スピリッツ　⑤大
阪府　⑥全日本選手権大会 オープン部門 4位　⑦1回目　⑨
自分の武器を磨けば、身体能力が無くても日本代表になれます

荒川 太陽　アラカワ タイヨウ
①アルティメット　②32歳　③男　④文化シヤッターBuzz 
Bullets　⑤愛知県　⑥全日本選手権大会 オープン部門 優
勝　⑦１回目　⑨代表として恥じないプレーを

稲村 知子　イナムラ トモコ
①アルティメット　②32歳　③女　④壱　⑤大阪府　⑥全
日本選手権大会 ウィメン部門 5位　⑦２回目　⑧５位　⑨
かけあがりのプレーと絶妙なパスの供給

今西 叶莉　イマニシ カナリ
①アルティメット　②23歳　③女　④MUD　⑤兵庫県　
⑥全日本選手権大会 ウィメン部門 準優勝　⑦１回目　⑨
シュートに目線をおき、大きくプレーします！

奥村 陽平　オクムラ ヨウヘイ
①アルティメット　②24歳　③男　④文化シヤッターBuzz 
Bullets　⑤愛知県　⑥全日本選手権大会 オープン部門 優
勝　⑦1回目　⑨若さで頑張ります

樫野 優子　カシノ ユウコ
①アルティメット　②32歳　③女　④MUD　⑤広島県　⑥
全日本選手権大会 ウィメン部門 準優勝　⑦２回目　⑧５位　
⑨声が大きいこと

北尾 宗章　キタオ ヒロアキ
①アルティメット　②24歳　③男　④大阪スピリッツ　⑤
大阪府　⑥全日本選手権大会 オープン部門 4位　⑦１回目　
⑨サイドスロー

芝 圭一郎　シバ ケイイチロウ
①アルティメット　②34歳　③男　④文化シヤッターBuzz 
Bullets　⑤和歌山県　⑥全日本選手権大会 オープン部門 
優勝　⑦2回目　⑨気持ちのこもったプレー

高田 舞雪加　タカダ マユカ
①アルティメット　②22歳　③女　④MUD　⑤埼玉県　⑥
全日本大学選手権大会 ウィメン部門 3位　⑦１回目　⑨最
年少らしく、元気にたくさん走り回って金メダル取ってきます！

田島 美和　タジマ ミワ
①アルティメット　②25歳　③女　④東京マーベリックス　
⑤神奈川県　⑥全日本選手権大会 ウィメン部門 3位　⑦１
回目　⑨サイドシュート

中山 侑香　ナカヤマ ユウカ
①アルティメット　②24歳　③女　④ratolowlezz　⑤佐賀
県　⑦1回目　⑨ダイビングキャッチやダイビングカットなど
のダイナミックなプレー

野口 可奈　ノグチ カナ
①アルティメット　②30歳　③女　④HUCK　⑤東京都　
⑥全日本ミックスアルティメット選手権大会 優勝　⑦２回目　
⑧５位　⑨DFが得意。ダイブDFしてチームに流れを持って
いきたいです！

フライングディスク
JWGA会員団体　一般社団法人 日本フライングディスク協会

監　督 針谷 和昌　ハリヤ カズマサ
②65歳　③男

泉 ひかり　イズミ ヒカリ
②26歳　③女　④TOKIOインカラミ　⑤大阪府　⑥ビー
チゲームズ スピード 5位（2019）　⑦1回目　⑨FIG・W杯
2019チャンピオン／スピードとテクニックでメダル獲得候補

勝乗 志音　カツノリ シオン
②22歳　③男　④MISSION広島　⑤広島県　⑥パルクー
ル日本選手権 スピード 優勝（2021）　⑦1回目　⑨迫力あ
る力強く美しいパフォーマンスに是非ご注目あれ！

監　督 安達 三保子　アダチ ミホコ
②75歳　③女

コーチ 藤綱 江津子　フジツナ エツコ
②48歳　③女

鈴木 菜巴　スズキ ナルハ
①個人競技　②17歳　③女　④アリシエ兵庫/兵庫大学附
属須磨ノ浦高等学校　⑤兵庫県　⑥全日本新体操選手権 
3位　⑦1回目　⑨巧みな手具操作と、流れるようにスムーズ
な演技が持ち味

監　督 石田 正人　イシダ マサト
②54歳　③男

コーチ 北折 明子　キタオリ アキコ
②50歳　③女

コーチ 杉浦 正隆　スギウラ マサタカ
②47歳　③男

北折 愛里　キタオリ エリ
①タンブリング女子　②19歳　③女　④順天堂大学/
Rainbow　⑤愛知県　⑥全日本選手権大会 優勝　⑦1回
目　⑨憧れのワールドゲームズで、自分らしく躍動します

又吉 健斗　マタヨシ ケント
①タンブリング男子　②21歳　③男　④静岡産業大学クラ
ブ　⑤沖縄県　⑥全日本選手権大会 優勝　⑦1回目　⑨
体操競技で養った美しさと恵まれた身体を活かしたダイナ
ミックな演技を発揮し上位を目指します

谷口 遼平　タニグチ リョウヘイ
①ダブルミニトランポリン男子　②27歳　③男　④たにぐち
りょうへいトランポリンクラブ/第一商事　⑤静岡県　⑥全
日本年齢別選手権大会 優勝　⑦1回目　⑨持ち前の回転力
を活かして高難易度の屈伸3回宙返りで勝負を挑みます

体操（パルクール）
JWGA会員団体　公益財団法人 日本体操協会 

体操（新体操）
JWGA会員団体　公益財団法人 日本体操協会

体操（タンブリング・ダブルミニトランポリン）
JWGA会員団体　公益財団法人 日本体操協会 

体操の新しい種目でアーバンスポーツのひとつであるパルクール。国際大会5
年を経てスピード、フリースタイルの2種目に男女各6選手が登場、計24人の
トップ選手による大会に注目。日本からは2019年スピード世界チャンピオン
の泉ひかり選手、2021年スピード日本チャンピオンの勝乗志音選手が出場
し、上位進出を狙う。

新体操はフープ、ボール、クラブ、リボンの4種目を使用し、手具の特性や体の
柔軟性を生かした身体難度とともに、曲に合った動き、表現を競う競技です。
今回開催される個人競技は、1分15〜30秒以内で演技を行います。手具と体
と音楽の一体感は観るものを魅了し、1人1人異なる世界観は見ている人を惹
きつけます。東京オリンピック後ルールが改正され、より芸術点が重要視され
るルール内容となったため、音楽の特徴を生かした個性あふれる演技にご注
目ください。

フライングディスクの軌道や浮力を計算し活かした、ダイナミックでスピーディ
かつ世界で勝つための緻密な戦術がみどころ。ワールドゲームズは2013年大
会以降2大会連続でメダル獲得を逃している一方で、U24世界大会では毎年
メダルを獲得、次世代の成長は進んでいる。過去にメダルを獲得した世代が
監督・コーチ・選考委員として次のステップに進んでおり、当時の若手が日本
代表をリードする立場として今大会に臨む。これまで培ってきた競技力・想い
と共に、次世代にバトンを繋いでいきたい。

タンブリング競技は、直線に敷かれた25mのタンブリングバーンを利用し（助
走・着地を入れて41m）、1回の演技で8種目連続の技を実施します。8種目の
中に2回宙返りや3回宙返りといった、体操競技では見られない演技を行う選
手もおり、ハイスピードでかつダイナミックなアクロバットが特徴です。ダブル
ミニトランポリンは、小さいトランポリンを2台連結したような器具を使い、助
走から2種目の演技をして着地するという、体操競技の跳馬に近い競技と言
えます。2種目のみの連続ということもあり、2回宙返り5回捻りや3回宙返り
といったトランポリン競技よりも高難度の技が見られる特徴があります。本大
会に参加する選手は、日本最高峰の大会 全日本選手権の覇者であり、日本タ
ンブリング界、ダブルミニトランポリン界を牽引する選手です。これまで、世界
選手権、ワールドカップでも活躍しており、このワールドゲームズでも上位を
狙えると期待されています。

監　督 松元 和昭　マツモト カズアキ
②54歳　③男

コーチ 古川 哲也　フルカワ テツヤ
②49歳　③男

空手
JWGA会員団体　公益財団法人 全日本空手道連盟

今大会には、昨年11月に開催された第25回世界空手道選手権大会（ドバイ）
女子組手50kg級２連覇の宮原美穂、女子形準優勝の大野ひかる、また男子
形オリンピックチャンピオン喜友名諒の欠場により、世界ランキング５位の実
力者 本一将が満を持して出場する。何れも国際大会経験豊富なメダル圏内の
メンバーとなった。ジュニア時代から世界最軽量級トップの実力を維持し、世
界2連覇を果たし今回新たなタイトルを狙う宮原だが、海外の選手も打倒宮原
を研究し対策をたてて挑んでくると予想され激戦必至となるが、スピーディー
な試合展開で得意の上段突きが冴え渡れば他を寄せ付けず圧勝の可能性大
である。女子形の大野ひかるは、昨年アジア優勝・世界大会準優勝であり、
剛柔流特有の粘りや重厚さが特徴である。東京オリンピック金メダリストで世
界大会2連覇のサンドラ選手（スペイン）との優勝争いが予想される。男子形
の本一将は昨年の世界大会団体形優勝メンバーであり、ダイナミックさや躍動
感、技の鋭さが特徴である。女子形同様東京オリンピック銀・銅メダリストの
ヨーロッパ勢との争いが予想されるが、3種目ともメダル獲得を狙う。

ラクロス（女子）
JWGA会員団体　一般社団法人 日本ラクロス協会

大野 ひかる　オオノ ヒカル
①女子個人形　②29歳　③女　④大分市消防局　⑤大分
県　⑥世界選手権大会 準優勝　⑦1回目　⑨剛柔流特有
の粘りや重厚さが特徴

中野 壮一朗　ナカノ ソウイチロウ
①男子組手67㎏級　②24歳　③男　④イー・ギャランティ　
⑤京都府　⑥世界空手道選手権大会 3位　⑦１回目　⑨強
気な組手

宮原 美穂　ミヤハラ ミホ
①女子組手50kg級　②25歳　③女　④帝京大学　⑤福
岡県　⑥世界選手権大会 優勝　⑦２回目　⑧銀　⑨上段
突きを得意とし、スピーディーな試合展開が特徴

本 一将　モト カズマサ
①男子個人形　②26歳　③男　④エージーピー　⑤千葉
県　⑥プレミアリーグ・ラバト2022 優勝（個人形）　⑦1回
目　⑨ダイナミックな躍動感、技の鋭さが特徴
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①出場種目 ②年齢 ③性別 ④所属 ⑤出身地 ⑥最近の主な成績 ⑦ワールドゲームズ出場回数 ⑧2017年大会の成績 ⑨アピールポイントなど
日本代表選手一覧（22競技：142名）

勝股 美咲　カツマタ ミサキ
②22歳　③女　④ビックカメラ高崎　⑤岐阜県　⑥世界選
手権 銀（2018）　⑦1回目　⑨緩急を武器にした投球術

川畑 瞳　カワバタ ヒトミ
②26歳　③女　④デンソー　⑤鹿児島県　⑥東京2020 金
（2021）　⑦1回目　⑨器用な守備が魅力。複数ポジショ
ンをこなす。確実で堅実な打撃力

切石 結女　キリイシ ユメ
②22歳　③女　④トヨタ自動車　⑤千葉県　⑦1回目　⑨
強肩、強打の選手。冷静な判断で投手をリード

工藤 環奈　クドウ カンナ
②23歳　③女　④ビックカメラ高崎　⑤青森県　⑦1回目　
⑨強肩を生かした守備。長打力

後藤 希友　ゴトウ　ミウ
②21歳　③女　④トヨタ自動車　⑤愛知県　⑥東京2020 
金（2021）　⑦1回目　⑨長身から投じる球威とスピード

坂本 結愛　サカモト ユイ
②26歳　③女　④日立　⑤神奈川県　⑥U19 世界選手権 
銀（2015）　⑦1回目　⑨走攻守でアグレッシブなプレー。
パワフルな打撃が持ち味

内藤 実穂　ナイトウ ミノリ
②28歳　③女　④ビックカメラ高崎　⑤大阪府　⑥東京
2020 金（2021）　⑦1回目　⑨キャプテンとして闘志溢れ
るプレーでチームを引っ張る

中川 彩音　ナカガワ アヤネ
②23歳　③女　④豊田自動織機　⑤大阪府　⑦1回目　
⑨パワフルな打撃、長打力が魅力。強肩を生かした広い守
備範囲

原田 のどか　ハラダ ノドカ
②30歳　③女　④太陽誘電　⑤岡山県　⑥東京2020 金
（2021）　⑦1回目　⑨広い守備範囲と強肩かつ正確なス
ローイング。高い打撃力も魅力

藤田 倭　フジタ ヤマト
②31歳　③女　④ビックカメラ高崎　⑤長崎県　⑥東京
2020 金（2021）　⑦1回目　⑨投打二刀流。投打どちらも
世界トップレベル

藤本 麗　フジモト ウララ
②23歳　③女　④ビックカメラ高崎　⑤広島県　⑥U19 世
界選手権 銀（2017）　⑦1回目　⑨駿足、強肩、走攻守す
べてがアピールポイント

三輪 さくら　ミワ サクラ
②23歳　③女　④トヨタ自動車　⑤愛知県　⑥U19 世界
選手権 銀（2017）　⑦1回目　⑨多球種を投げる投球術。
コントロールと緩急が持ち味

監　督 宇津木 麗華　ウツギ レイカ
②59歳　③女

コーチ カサレス メリー ルーシー
②62歳　③女

我妻 悠香　アガツマ ハルカ
②27歳　③女　④ビックカメラ高崎　⑤埼玉県　⑥東京
2020 金（2021）　⑦1回目　⑨安定した守備力。勝負所
での打撃力

石川 恭子　イシカワ キョウコ
②26歳　③女　④トヨタ自動車　⑤東京都　⑥アジア大会 
金（2018）　⑦1回目　⑨選球眼と高いミート力が武器。勝
負強い攻撃力。内外野をこなす器用な守備

市口 侑果　イチグチ ユカ
②30歳　③女　④ビックカメラ高崎　⑤大阪府　⑥東京
2020 金（2021）　⑦1回目　⑨華麗な守備。正確なバット
コントロール

板場 貴大　イタバ タカヒロ
②21歳　③男　④早稲田ライフセービングクラブ　⑤東京
都　⑥50mマネキンキャリー 準優勝（2021）　⑦1回目　
⑨大舞台での集中力が武器です。最年少選手としてフレッ
シュな気持ちで頑張ります

伊藤 若菜　イトウ ワカナ
②23歳　③女　④和田浦ライフセービングクラブ　⑤東京
都　⑥100ｍレスキューメドレー 優勝（2020）　⑦1回目　
⑨賑やかなチームで自分自身が高いパフォーマンスを出すの
に安心感のあるチームです

髙須 快晴　タカス ヨシハル
②21歳　③男　④早稲田ライフセービングクラブ 鹿嶋ライフ
ガードチーム　⑤神奈川県　⑥50mマネキンキャリー 準優勝　
⑦1回目　⑨本番に強いタイプです！先輩方に刺激を入れられ
るような存在になりたいです！

名須川 紗綾　ナスカワ サアヤ
②30歳　③女　④茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ　⑤
神奈川県　⑥100mマネキントウウィズフィン 優勝（2021）　
⑦2回目　⑨女子キャプテンとして、メダル獲得に向けてチー
ムを牽引していきます

西山 俊　ニシヤマ シュン
②33歳　③男　④湯河原ライフセービングクラブ　⑤神奈
川県　⑥50mマネキンキャリー 優勝　⑦2回目　⑧障害物
リレー 金　⑨リレーの引き継ぎ！

平井 葉子　ヒライ ハコ
②21歳　③女　④九十九里ライフセービングクラブ／日本大
学サーフライフセービングクラブ　⑤神奈川県　⑥200m障
害物スイム 優勝（2021）　⑦1回目　⑨学生から社会人まで
幅広い年齢層のチームであり、戦友である

平野 修也　ヒラノ ナオヤ
②36歳　③男　④山形ライフセービングクラブ　⑤東京都　
⑥50mマネキンキャリー 5位　⑦2回目　⑧障害物リレー 
金　⑨障害物スイムに関しては世界一のスキルを誇ると思っ
ています

八木 愛海　ヤギ マナミ
②22歳　③女　④鴨川ライフセービングクラブ　⑤東京都　
⑥50mマネキンキャリー 優勝（2021）　⑦1回目　⑨スイ
ム自体はそれほど速くはありませんが、器具を持ち抵抗を減ら
して泳ぐことが得意です

山岸 夢　ヤマギシ ノゾミ
②24歳　③女　④鹿嶋ライフガードチーム　⑤東京都　⑥
4×50m障害リレー 優勝（2022）　⑦1回目　⑨私は全て
の団体種目に出ます。全ての種目で最高のパフォーマンスが
できるよう頑張ります

小瀬 かなえ　コゼ カナエ
②22歳　③女　④MISTRAL　⑤東京都　⑥U19（2019）　
⑦1回目

小林 遥佳　コバヤシ ハルカ
②23歳　③女　④NeO　⑤京都府　⑦1回目

竹本 萌優　タケモト モユ
②25歳　③女　④NLC SCHERZO　⑤京都府　⑥ワール
ドゲームズ（2017）　⑦2回目　⑧5位

田中 希実　タナカ ノゾミ
②26歳　③女　④MISTRAL　⑤埼玉県　⑥ワールドゲーム
ズ（2017）　⑦2回目　⑧5位

富田 真世　トミタ マヨ
②33歳　③女　④NLC SCHERZO　⑤福岡県　⑥2017
年フル　⑦1回目

冨森 美帆　トミモリ ミホ
②21歳　③女　④東海大学　⑤神奈川県　⑥U19（2019）　
⑦1回目

中澤 ねがい　ナカザワ ネガイ
②18歳　③女　⑤神奈川県　⑥U19（2019）　⑦1回目

藤村 麻伊　フジムラ マイ
②21歳　③女　④明治大学　⑤神奈川県　⑦1回目

監　督 伊差川 浩之　イサガワ ヒロユキ
②68歳　③男

コーチ 阿久津 貴史　アクツ タカヒト
②39歳　③男

コーチ 福島 和文　フクシマ カズフミ
②52歳　③男

佐竹 優典　サタケ ユウスケ
②26歳　③男　④TXP　⑤東京都　⑥世界選手権大会 4
位（2021）　⑦1回目　⑨優勝目指して頑張ります!

鈴木 豪　スズキ ゴウ
②27歳　③男　④TXP　⑤神奈川県　⑥世界選手権大会 
6位（2021）　⑦1回目　⑨優勝目指して頑張ります!

福島 友佳子　フクシマ ユカコ
②52歳　③女　④医療法人伯鳳会「パワーハウス赤穂」　
⑤兵庫県　⑥世界選手権大会 優勝（2021）　⑦6回目　
⑧銀　⑨今回で６回目、優勝を目指します

監　督 植木 将人　ウエキ マサト
②43歳　③男

コーチ 坂本 陸　サカモト リク
②29歳　③男

安藤 秀　アンドウ スグル
②31歳　③男　④Vikings　⑤大阪府　⑥100mレスキュー
メドレー 日本記録保持　⑦2回目　⑧障害物リレー 金　⑨
レースに向けた調整力／世界大会では必ずベストを更新して
います

ライフセービング
JWGA会員団体　公益財団法人 日本ライフセービング協会

世界では年間で24万人もの尊い人の命が水辺の事故で失われている。ライフ
セービングとは水辺の事故防止のための実践活動であり、溺れない安心な環
境をマネジメントをすることを含め、総合的に安全を提供できる活動を普及し
いる。ライフセービング競技は実際の救助に必要要素をベースに作られてお
り、オーシャン競技、プール競技、SERC競技がある。その実践は激しい状況
下においても救助に立ち向かう姿勢や勇気が問われ、更にどの様な状況下に
於いても的確な判断力や体力が要求される。今大会で行われるプール競技の
タイムは選手が溺者にたどり着くことができた時間であり、そのことは溺者の
生命を救える可能性を意味する。つまり競技会を目指してトレーニングをする
ということは、結果的に実際の救助活動に役立つということである。今大会
は出場権獲得のため2021年２月からチームを再結成し、選手一人一人の想い
と努力、スタッフを含めたチーム力が結束した。今大会では男女合計3つ以上
のメダル獲得を目指し、特に男子４×50障害リレーでは連覇を目指す。結にコ
ロナ禍に於いてご協賛頂いている企業様、今大会にご尽力頂いた関係者の皆
様に感謝申し上げます。

SIXESはワールドラクロス（WorldLacrosse:WL）がロサンゼルスオリンピック
にて種目化を目指すために開発された競技です。ラクロスを知らない人でも、観
戦して面白い！と思えるように、展開の速さを重視して開発されました。SIXES
はWLより2021年5月に正式公開された競技なので、世界的に見ても今後も、
より、プレーして楽しい、観て楽しい競技として進化が期待されています。今回
ワールドゲームズに参加するのは、世界の強豪8チームとなります。ラクロスは
ネイティブ・アメリカン発祥のスポーツと言われており、末裔であるホーデノショ
ニーに対して敬意を示すために、地域として参加を認められています。
女子出場国：アメリカ、イギリス、イスラエル、オーストラリア、カナダ、チェコ、
日本、ホーデノショニー 

パワーリフティング
JWGA会員団体　公益社団法人 日本パワーリフティング協会

パワーリフティングは、ウエイトトレーニングの「立つ」・「押す」・「引く」動作
における“力比べ”から始まったスポーツです。競技は「スクワット」、「ベンチ
プレス」、「デッドリフト」の順に行われ、それぞれの種目で３回ずつ、合計９回
の試技を行い、各種目最大挙上重量のトータルを競います。体重別のスポーツ
であり、同じ重量を持ち上げた場合は、検量体重が軽い選手が勝者となるルー
ルです。また、一旦試技が始まると設定した重量を下方修正することができませ
ん。そのため、最終種目となる「デッドリフト」では、ライバルの動向を注視し、
同体重であれば同じトータル重量になるよう重量申請したり、上位体重者は勝
つために設定重量を上方修正するなど激しい駆け引きが行われます。複数のラ
イバルによる激しい駆け引きの結果、意外な選手がトップに立つことも珍しく
ありません。日本からは連続6回出場となる福島友佳子選手を筆頭に、世界大
会入賞経験のある佐竹優典選手及び鈴木豪選手が代表として出場します。ベテ
ランの福島、若手の佐竹・鈴木が世界の頂点を目指し、バーミングハムの地で
熱い戦いを繰り広げます。パワフルジャパンの活躍に乞うご期待ください。

ソフトボール
JWGA会員団体　公益財団法人 日本ソフトボール協会

2021年に実施された東京オリンピック以降チームメンバーの半数以上が代わ
り、ワールドゲームズの為に新たなチームとなった。世界一のヘッドコーチ宇津
木麗華とアシスタントコーチのルーシーカサレスが再びタッグを組み、今回はア
メリカチームがホームとなる環境での大会参戦となるが、元気で若い選手たち
の躍動が期待される。ソフトボールは、投手・捕手間の距離が13.11ｍで、塁間
は18.29m。フィールドのサイズが野球と比較してコンパクトなため、スピード
感のあるスリリングな試合展開が見どころの一つである。また、ソフトボール競
技ではトップレベルの女子投手の球速は100km/hを超え、ウィンドミル投法に
より下から浮き上がるライズボールや下に落ちるドロップボールなどを組み合わ
せながらバッターに対する投打の駆け引きが魅力のスポーツである。
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①出場種目 ②年齢 ③性別 ④所属 ⑤出身地 ⑥最近の主な成績 ⑦ワールドゲームズ出場回数 ⑧2017年大会の成績 ⑨アピールポイントなど
日本代表選手一覧（22競技：142名）

中村 泰輝　ナカムラ ダイキ
①重量級・無差別級　②22歳　③男　④日本体育大学　⑤
石川県　⑥全日本選手権大会 優勝　⑦1回目

花田 秀虎　ハナダ ヒデトラ
①重量級・無差別級　②20歳　③男　④日本体育大学　
⑤和歌山県　⑥世界ジュニア選手権大会 2連覇　⑦1回目　
⑨世界ジュニア2連覇、全日本優勝

久野 愛莉　ヒサノ アイリ
①重量級・無差別級　②23歳　③女　④東洋警備保障　
⑤栃木県　⑥世界女子相撲選手権大会 重量級 3位　⑦1
回目　⑨全日本女子相撲選手権大会無差別級3連覇

深野 良太　フカノ リョウタ
①中量級・無差別級　②24歳　③男　④山口県立下関総
合支援学校　⑤山口県　⑥世界選手権大会 中量級 準優勝　
⑦1回目

藤澤 詩音　フジサワ シオン
①中量級・無差別級　②21歳　③男　④近畿大学　⑤富
山県　⑥全国学生相撲個人体重別選手権大会 優勝　⑦1
回目　⑨大きな相手を技でねじ伏せる

松本 渚　マツモト ナギサ
①中量級・無差別級　②22歳　③女　④立命館大学　⑤
鳥取県　⑥世界女子相撲選手権大会 中量級 3位　⑦1回目

山中 未久　ヤマナカ ミク
①軽量級・無差別級　②28歳　③女　④クレオテック　⑤
静岡県　⑥世界女子相撲選手権大会 軽量級 準優勝　⑦2
回目

監　督 勝田 晃三　カツダ コウゾウ
②66歳　③男

コーチ 櫟原 利明　ヒラハラ トシアキ
②66歳　③男

五十嵐 敦　イガラシ アツシ
①重量級・無差別級　②23歳　③男　④盛岡市役所　⑤
岩手県　⑥世界選手権大会 重量級 優勝（2019）　⑦1
回目

石井 さくら　イシイ サクラ
①中量級・無差別級　②17歳　③女　④東京都立足立新
田高校　⑤千葉県　⑥世界女子相撲選手権大会 中量級 準
優勝　⑦1回目

太田 麻乃　オオタ アサノ
①中量級・無差別級　②36歳　③女　④永田医療研究所　
⑤静岡県　⑥世界女子相撲選手権大会 中量級　優勝　⑦
4回目　⑧中量級 銀　⑨数々の世界規模大会でメダル

奥富 夕夏　オクトミ ユカ
①軽量級・無差別級　②24歳　③女　④リバーサルジム新
宿Me,We　⑤千葉県　⑥世界女子相撲選手権大会 軽量級 
3位　⑦2回目　⑧軽量級 4位

今 日和　コン ヒヨリ
①重量級・無差別級　②24歳　③女　④アイシン　⑤青森
県　⑥世界女子相撲選手権大会 無差別級 準優勝　⑦1回
目　⑨ラオスで相撲教室開催

佐野 へリング 愛利紗　サノ へリング エリサ
①女子シングルス　②21歳　③女　④日本スカッシュ協会 
中部支部　⑤カナダ・ケベック州　⑥カナディアンジュニア
オープンU23 優勝（2021）　⑦1回目　⑨フィギュアスケー
ト、日英仏のトライリンガル、環境科学学士号

渡邉 聡美　ワタナベ サトミ
①女子シングルス　②23歳　③女　④Greetings　⑤神奈
川県　⑥University of Birmingham Open : winner　⑦1回
目　⑨PSA（Professional Squash Association） 2022年
５月度月間MVP

監　督 安井 博志　ヤスイ ヒロシ
②47歳　③男

コーチ 鈴木 友希　スズキ ユウキ
②37歳　③男

コーチ ベンジャミン・ハートマン　
②39歳　③男

コーチ 山本 貴英　ヤマモト タカヒデ
②39歳　③男

阿部 桃子　アベ モモコ
①リード　②19歳　③女　④相模女子大学　⑤神奈川県　
⑥ワールドカップ（L）ヴィラール 4位（2021）　⑦1回目

緒方 良行　オガタ ヨシユキ
①ボルダリング　②24歳　③男　④B-PUMP　⑤福岡県　
⑥ワールドカップ（B）ソルトレイクシティ 1位（2022）　⑦
2回目　⑧ボルダリング 金

谷井 菜月　タニイ ナツキ
①リード　②18歳　③女　④明治安田生命　⑤奈良県　
⑥世界選手権モスクワ リード 6位（2021）　⑦1回目

中村 真緒　ナカムラ マオ
①ボルダリング　②22歳　③女　④日新火災　⑤東京都　
⑥世界選手権モスクワ ボルダリング 14位（2021）　⑦1
回目

楢󠄀﨑 智亜　ナラサキ トモア
①リード　②26歳　③男　④TEAM au　⑤栃木県　⑥東
京2020 4位（2021）　⑦2回目　⑧ボルダリング 5位

野中 生萌　ノナカ ミホウ
①ボルダリング　②25歳　③女　⑤東京都　⑥東京2020 
銀（2021）　⑦2回目　⑧ボルダリング 銀

樋口 純裕　ヒグチ マサヒロ
①リード　②29歳　③男　④佐賀県山岳・スポーツクライ
ミング連盟　⑤佐賀県　⑥ワールドカップ（L）クラーニ 1位
（2021）　⑦1回目

藤井 快　フジイ ココロ
①ボルダリング　②29歳　③男　④TEAM au　⑤静岡県　
⑥世界選手権モスクワ ボルダリング 1位（2021）　⑦2回
目　⑧ボルダリング 7位

スカッシュ
JWGA会員団体　公益社団法人 日本スカッシュ協会

スポーツクライミング
JWGA会員団体　公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会

JMSCAアフロ

JMSCAアフロ

JMSCAアフロ

JMSCAアフロ

JMSCAアフロ

JMSCAアフロ

JMSCAアフロ

JMSCAアフロ

【リード】
ロープで安全が確保された競技者が高さ12メートル以上の壁に設定された
コースを登り、その到達高度を競う種目です。
【ボルダリング】
高さ5メートル以下の壁に設定された複数のボルダー（コース）を、制限時間
内にいくつ登れたかを競う種目です。
前回大会はボルダリングで出場した日本のエース、楢󠄀﨑智亜は今回はリード
で出場。また、昨年ワールドカップ年間ランキング3位の樋口純裕、8位の阿
部桃子、9位の谷井菜月が、ワールドゲームズ初出場で表彰台を狙います。
ボルダリングでは、前回優勝の緒方良行が二連覇を狙います。また、藤井快
は2021年開催の世界選手権で優勝。男子のワン・ツー表彰台も期待できま
す。女子では、東京2020大会で銀メダルを獲得した野中生萌が出場。今年か
ら社会人と競技を両立する中村真緒の活躍も見逃せません。

スカッシュは非常にスピーディーでダイナミックな競技です。また、戦術的な
部分においては、精神的な駆け引きも含めてとても細かく、1つのショットや1
つのラリーで試合の流れが変わってしまう繊細なゲームでもあります。また、
スカッシュのラリーは1つのラリーが数分にも及ぶ時もあり、攻守が激しく
入れ替わるところも見どころとなります。様々なプレースタイルの選手達が、
様々なショットや戦術を駆使して1点を取りにいくラリーは見応えがあります。
今回出場の日本選手2選手は、全く異なったプレースタイルの2選手です。
渡邉選手は、一気に世界ランキングを上げてきており、直近の数大会では優
勝を重ねております。現在は世界ランキング61位ですが、先日開催されまし
たWorld Championshipsでは世界ランキング3位の選手と熱戦を繰り広げま
した。もう1人の佐野選手は、世界ランキング189位ですが、昨年度までは主
戦場はアメリカの大学リーグで、チームの中心選手として活躍をしておりまし
た。両選手ともに、世界のトップ選手に対してどう挑んでいき、どこまで勝ち
進んでいけるのかが見所となります。

相撲
JWGA会員団体　公益財団法人 日本相撲連盟

相撲競技には、世界規模大会で数々のメダルを獲得してきた精鋭選手が揃い
ました。土俵から出たら負け、足裏以外が付いたら負け、という相撲のルール
は大変わかりやすく、初めて見る方でも楽しめます。バーミングハムでは多く
の観客の応援の中、相撲といえば日本、という強さを見せられるよう日々の練
習の成果を発揮します。近年、力をつけてきたヨーロッパ勢にも【技】では負
けません。無差別級では体の小さな選手が大きな選手を技で圧倒する相撲な
らではの取組も多く、大きな歓声があがります。相撲の魅力【技】で世界に挑
む日本選手団にご期待ください。

フィンスイミングのスピードは、水中競技最速です。今回参加する上野浩暉
は、個人3種目で日本記録を持つ、現在日本最速の選手です。上野の得意と
するサーフィスという種目は、イルカの尾びれのようなモノフィンという大きな
1枚のフィンを両足に装着し、身体をウエービングさせて水面を進む競技で
す。50ｍを15秒、100ｍを35秒で泳ぎます。ワールドゲームズに選考される
ために、2021年コロナ禍にロシア・トムスクで開催された世界選手権大会に
参加し、決勝進出を果たして、今回のワールドゲームズへの参加が決まりまし
た。その後、ワールドゲームズに向けての日々を過ごす上野浩暉。バーミング
ハムで世界最高のフィンスイマーの一人として、悔いのない100ｍを泳いでほ
しいと願っています。

監　督 吉澤 俊治　ヨシザワ シュンジ
②63歳　③男

コーチ 上野 浩史　ウエノ ヒロシ
②58歳　③男

上野 浩暉　ウエノ コウキ
①フィンスイミング　②27歳　③男　④NAIA-Finswimmng 
Team　⑤東京都　⑥世界選手 権サーフィス5 0ｍ4位
（2021）　⑦1回目　⑨水中最速を目指す

水中スポーツ
JWGA会員団体　一般社団法人 日本水中スポーツ連盟

手塚 翔太　テヅカ ショウタ 
①ウエイクボード　②28歳　③男　④FreshBros　⑤静岡
県　⑥ワールドゲームズ（2017） 優勝　⑦2回目　⑧フ
リースタイル 金

廣澤 沙綾　ヒロサワ サアヤ
①水上スキー　②37歳　③女　⑤東京都　⑥全日本選手
権14連覇（2005〜2018）　⑦4回目　⑧ジャンプ ８位　
⑨今回が私にとって最後のワールドゲームズとなります。精一
杯やりきりたいと思います

吉原 陽向　ヨシハラ ヒナタ 
①ウエイクボード　②21歳　③女　⑤広島県　⑥IWWF 
World Champion（2019）　⑦1回目

水上スキー・ウエイクボード
JWGA会員団体　特定非営利活動法人 日本水上スキー・ウエイクボード連盟 

今大会行われる4種目は、それぞれがまったく違った競技性があり見る人をひき
つけます。スラロームの爽快感、トリックの俊敏性、ジャンプの大迫力、そしてウ
エイクボードはエクストリームスポーツの代表格です。今大会の日本代表選手
は廣澤沙綾（水上スキージャンプ）、手塚翔太（ウエイクボード）、吉原陽向（ウ
エイクボード）の3名です。廣澤沙綾選手は１０年以上アジアチャンピオンに君
臨する絶対女王。51.2mのアジア記録を持ち、ワールドゲームズも2度経験し
ており経験豊富。3年前のケガから復帰後も今大会に向けコンデションは万全
です。手塚翔太選手はトーイングスポーツ界において世界で一番有名な日本人
選手と言えるでしょう。2017年ワールドゲームズで優勝を果たし、昨年度も世
界レベルの大会で優勝を収めており今大会最も金メダルが期待される選手で
す。吉原陽向選手は若干21歳。アジアツアーチャンピオンで今後も期待の選
手。ワールドチャンピオンシップでも4位の成績を収めており今大会もメダルが
期待されています。今回の日本代表選手全員がアメリカを拠点に活躍しており
まさに「地の利」を生かして大活躍することは間違いありません。

監　督 兼安 祥二　カネヤス ショウジ
②59歳　③男

コーチ 杉田 英司　スギタ エイジ
②48歳　③男

コーチ 津金 智子　ツガネ トモコ
②44歳　③女

磐田 千紘　イワタ チヒロ
①フラッグフットボール　②18歳　③女　④ヒューペリオン
東京　⑤東京都　⑥日本選手権 優勝 　⑦1回目　⑨悠悠
閑閑

近江 佑璃夏　オウミ ユリカ
①フラッグフットボール　②23歳　③女　⑤大阪府　⑥日
本選手権 準優勝 　⑦1回目　⑨キャッチ力

加藤 純奈　カトウ ジュンナ
①フラッグフットボール　②25歳　③女　④ヒューペリオン
東京　⑤岩手県　⑥日本選手権 優勝 　⑦1回目　⑨今を
楽しむ力！

アメリカンフットボール
JWGA会員団体　公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会

公開競技（4競技：34名）
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①出場種目 ②年齢 ③性別 ④所属 ⑤出身地 ⑥最近の主な成績 ⑦ワールドゲームズ出場回数 ⑧2017年大会の成績 ⑨アピールポイントなど
日本代表選手一覧（22競技：142名）

監　督 オアー ケビン　
②54歳　③男

コーチ 吉森 隆栄　ヨシモリ  タカヒデ
②26歳　③男

今井 友明　イマイ トモアキ
②39歳　③男　④三菱商事　⑤千葉県　⑥東京2020 銅
（2021）　⑦1回目　⑨相手のキーマンを力強くトラップす
る守備が見どころ

小川 仁士　オガワ ヒトシ
②28歳　③男　④バイエル製薬　⑤東京都　⑥東京2020 
銅（2021）　⑦1回目　⑨持ち前のスピードに磨きをかけ
年々存在感を発揮。若手らしいアグレッシブなプレイが見ど
ころ

岸 光太郎　キシ コウタロウ
②50歳　③男　④障害者在宅事業グループ　⑤埼玉県　
⑥ロンドンパラリンピック 4位　⑦1回目　⑨日本代表最年
長プレイヤー。キャプテンとしてチームをけん引する頼れる
存在

倉橋 香衣　クラハシ カエ
②31歳　③女　④商船三井　⑤兵庫県　⑥東京2020 銅
（2021）　⑦1回目　⑨日本代表唯一の女性プレイヤー。
東京2020パラリンピックなどのメダル獲得に大きく貢献

乗松 聖矢　ノリマツ セイヤ
②32歳　③男　④SMBC日興証券　⑤熊本県　⑥東京
2020 銅（2021）　⑦1回目　⑨乗松兄弟の弟。オールラウ
ンダーの選手であり、多くの得点にからむプレイに期待できる

本大会から公開競技として初めて出場するフラッグフットボールは、アメリカ
ンフットボールから、激しい接触を排し、かつ高い戦略性、競技性、ボールを
投げる・捕るスキルを維持した種目です。接触が無いゆえに、男女問わず、幅
広い世代で、世界で楽しまれています。日本国内でも、多くの男女の小学生・
中学生・成人が、競技大会で汗を流して選手権を目指しています。今大会の
出場を女子代表が決めることになった昨年12月の世界選手権（イスラエル・
エルサレムで開催）では、18ヶ国中6位の堂々たる成績を残しました。準々決
勝で王者米国に敗れたものの、実況で「（豪腕の）ロケットアーム」と表現さ
れた磐田と、正確なコントロールが武器の目黒、このクォーターバック二枚看
板が投じるパスが、エースレシーバー近江、主将のセンター佐藤、スピードス
ター三宅にテンポ良く決まります。中澤・中畑の長身レシーバーコンビは外国
勢との競り合いに強く、勝負どころでの加藤のキャッチも光り、得点力の高い
攻撃陣が魅力です。守備では、パスラッシャー北崎・ラインバッカー佐伯のス
ピード、守備バック辰野・金谷の幅広い堅実な守備が光ります。初のメダルを
目指し戦います。

金谷 明咲妃　カナタニ アサヒ
①フラッグフットボール　②22歳　③女　④関西大学 
Tailers　⑤兵庫県　⑥日本選手権 準優勝 　⑦1回目　⑨
笑顔と元気

北崎 あかり　キタザキ アカリ
①フラッグフットボール　②18歳　③女　④ヒューペリオン
東京　⑤神奈川県　⑥日本選手権 優勝　⑦1回目　⑨ス
ピード

佐伯 涼香　サエキ スズカ
①フラッグフットボール　②19歳　③女　④ヒューペリオン
東京　⑤東京都　⑥日本選手権 優勝 　⑦1回目　⑨瞬発
力

佐藤 由樹　サトウ ユキ
①フラッグフットボール　②31歳　③女　④Z／アイリス　
⑤神奈川県　⑥日本選手権 準優勝 　⑦1回目　⑨上腕二
頭筋

辰野 汐里　タツノ シオリ
①フラッグフットボール　②25歳　③女　⑤東京都　⑦1回
目　⑨明るさ

中澤 奏子　ナカザワ カナコ
①フラッグフットボール　②26歳　③女　④FFFC川崎マロ
ンティアーズ　⑤神奈川県　⑥関東地区予選 準優勝　⑦1
回目　⑨高さ、笑顔

中畑 友里　ナカハタ ユリ
①フラッグフットボール　②19歳　③女　④宝塚ポラリス　
⑤兵庫県　⑥日本選手権 準優勝 　⑦1回目　⑨腹直筋

三宅 萌　ミヤケ モエ
①フラッグフットボール　②30歳　③女　④虹翔∞　⑤兵
庫県　⑥タッチフットボール関西地区予選 準優勝 　⑦1回
目　⑨アフターラン

目黒 七星　メグロ ナナセ
①フラッグフットボール　②18歳　③女　④FFFC川崎マロ
ンティアーズ　⑤神奈川県　⑥関東地区予選 準優勝　⑦1
回目　⑨理解力

コーチ 秋山 圭　アキヤマ ケイ
②36歳　③男

コーチ 長谷川 玄　ハセガワ ゲン
②37歳　③男

SIXESはワールドラクロス（WorldLacrosse:WL）がロサンゼルスオリンピック
にて種目化を目指すために開発された競技です。ラクロスを知らない人でも、観
戦して面白い！と思えるように、展開の速さを重視して開発されました。SIXES
はWLより2021年5月に正式公開された競技なので、世界的に見ても今後も、
より、プレーして楽しい、観て楽しい競技として進化が期待されています。今回
ワールドゲームズに参加するのは、世界の強豪8チームとなります。ラクロスは
ネイティブ・アメリカン発祥のスポーツと言われており、末裔であるホーデノショ
ニーに対して敬意を示すために、地域として参加を認められています。
男子出場国：アメリカ、イギリス、イスラエル、オーストラリア、カナダ、ドイツ、
日本、ホーデノショニー

監　督 近藤 邦宏　コンドウ クニヒロ
②51歳　③男

上田 藍　ウエダ アイ
①デュアスロン　②38歳　③女　④リソル・稲毛インター　
⑤京都府　⑥World Championships Aviles 2位（2021）　
⑦2回目　⑨ワールドゲームズ（2013） 1位

田中 文也　タナカ フミヤ
①デュアスロン　②30歳　③男　④神奈川県トライアスロ
ン連合　⑤滋賀県　⑥World Championships Aviles 24位
（2021）　⑦2回目　⑨ワールドゲームズ（2013） 31位

 

トライアスロン
JWGA会員団体　公益社団法人 日本トライアスロン連合

デュアスロン（Duathlon）とは、一人の選手がランニング（第1ラン）、バイク
（自転車）、ランニング（第2ラン）の順に行う複合競技で、フィニッシュ時
間、順位を競うスポーツです。水泳がないことから、トライアスリートのみな
らずランナーやサイクリストもチャレンジできる競技として、定着しています。
ワールドトライアスロンが主催するデュアスロン選手権では、スタンダード
ディスタンス（ラン10km＋バイク40km＋ラン5km）で実施されており、本大
会も同距離が採用されます。選手の得意種目、その時のコンディション、さら
には競技コースによって、戦い方も様々です。ランが得意な選手は「第1ランで
は先頭集団でリードし、不得意なバイクでは順位を落としても、第2ランで巻
き返す」など、個の強みやコースによって、戦術を考えて戦います。本大会で
は、個人種目の翌日に混合リレーが行われることも、注目ポイントです。第9
回大会（2013/カリ）では、上田藍選手が大会初日に日本選手の金メダル第
1号となり、更にはアスリート・オブ・ザ・デーも授与され、チームJAPANに勢
いをつけました。本大会でも、2連覇に期待がかかります。

車いすラグビーは、四肢麻痺者等（頸髄損傷や四肢の切断、脳性麻痺等で四
肢に障がいのある者）の選手によって、1977年にカナダで考案されました。ラ
グビー、バスケットボール、アイスホッケー等の要素が組合せられたオリジナ
ルの競技であり、バスケットボールと同じ広さの室内のコート、バレーボール
の5号球を基に開発された公式専用球を使用します。車いす同士のコンタクト
（タックル）が認められているため、競技用の車いすはハードなプレイに耐え
得る専用のものとなっています。今回出場するLow Point Tournamentは、持ち
点0.5点、1.0点、1.5点の選手（LowPointerと呼ぶ）のために開発されたもの
です。通常は守備的な役割を担う選手たちがボールを扱い、攻撃的な役割を担
い、LowPointerのチーム同士で対戦します。ここで学んだ技術は、LowPointer
の能力を飛躍的に向上させ、チーム内での役割を確実に高めています。日本は
近年LowPointerが急成長しています。Low Point Tournamentは初出場となり
ますので強豪国の中で日本チームが活躍する瞬間を是非応援して下さい。

車いすラグビー
JWGA会員団体　一般社団法人 日本車いすラグビー連盟

乗松 隆由　ノリマツ タカユキ
②35歳　③男　④AIGジャパン・ホールディングス　⑤熊本
県　⑥ワールドチャレンジ 3位（2019）　⑦1回目　⑨乗松
兄弟の兄。オールラウンダーの選手であり、様々な場面で知的
なプレイが際立つ

長谷川 勇基　ハセガワ ユウキ
②29歳　③男　④ソシエテ・ジェネラル証券　⑤広島県　
⑥東京2020 銅（2021）　⑦1回目　⑨ボールを扱える選
手として攻撃の幅を広げチームに大きく貢献している

若山 英史　ワカヤマ ヒデフミ
②37歳　③男　④静岡銀行　⑤静岡県　⑥東京2020 銅
（2021）　⑦1回目　⑨持ち味のスピードとパスキャッチスキ
ルで、“いぶし銀”のプレイが際立つ

有馬 隼人　アリマ ハヤト
②25歳　③男　④合気会 合気道本部道場 指導部　⑤岡
山県　⑥国内、カンボジアで師範に随行。ニュージーランド
の講習会では植芝充央合気道本部道場長に随行　⑦1回目

入江 嘉信　イリエ ヨシノブ
②55歳　③男　④合気会 合気道本部道場 指導部　⑤熊
本県　⑥国内はもとよりロシア・アイルランド・スイス・インド
ネシア等で稽古指導する（パンデミック以前）　⑦3回目

里舘 潤　サトダテ ジュン
②34歳　③男　④合気会 合気道本部道場 指導部　⑤岩手
県　⑥国内、インド、スリランカ、タンザニア等師範の随行をす
る（パンデミック以前）　⑦1回目

合気道
JWGA会員団体　公益財団法人 合気会

合気道は稽古を通して心身の錬成を図る武道です。いたずらに相手と競う事
を目的としていないので競技は行いません。このワールドゲームズでは各国か
らの参加者一同が日頃の稽古成果を演武によって披露いたします。

梅原 寛樹　ウメハラ トモキ
②26歳　③男　④FALCONS　⑤東京都　⑥日本代表
（2018）　⑦1回目

尾花 一輝　オバナ カズキ
②25歳　③男　④GRIZZLIES　⑤千葉県　⑦1回目

金谷 洸希　カナヤ ヒロキ
②25歳　③男　④GRIZZLIES　⑤東京都　⑥日本代表
（2018）　⑦1回目

小松 勇斗　コマツ ユウト
②23歳　③男　④GRIZZLIES　⑤東京都　⑥ASPAC
（2019）　⑦1回目

佐藤 大　サトウ ダイ
② 27 歳　③ 男　④ FA LCO NS　⑤東京都　⑥ U2 2
（2015）　⑦1回目

佐野 清　サノ キヨシ
②23歳　③男　④FALCONS　⑤東京都　⑥ASPAC
（2019）　⑦1回目

杉原 暉徳　スギハラ キノリ
②27歳　③男　⑤アメリカ合衆国　⑥2018年日本代表　
⑦1回目

鈴木 潤一　スズキ ジュンイチ
②27歳　③男　④Stealers　⑤東京都　⑥U22（2017）　
⑦1回目

立石 真也　タテイシ シンヤ
② 24歳　③ 男　④ FA LCO NS　⑤東京都　⑥ U2 2
（2017）　⑦1回目

徳舛 宗哉　トクマス ソウヤ
② 2 9歳　③ 男　④ FA LCONS　⑤ 兵庫県　⑥ U2 2
（2015）　⑦1回目

夏目 聖矢　ナツメ セイヤ
②32歳　③男　④FALCONS　⑤神奈川県　⑥日本代表
（2018）　⑦1回目

福島 裕樹　フクシマ ユウキ
②26歳　③男　④GRIZZLIES　⑤千葉県　⑦1回目

ラクロス（男子）
JWGA会員団体　一般社団法人 日本ラクロス協会

デモンストレーション競技（1競技：3名）
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開催日（予定）開催日程表 （2022年6月現在）

特定非営利活動法人 日本ワールドゲームズ協会
〒107-0052 東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル3階 笹川スポーツ財団内
TEL：03-6229-5300　　FAX：03-6229-5340
URL：https://www.jwga.jp/　E-MAIL：info@jwga.jp

日本代表選手一覧は
ウェブでもご覧いただけます

木  金　土　日　月　火　水　木　金　土　日
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

バーミングハム市は、アメリカ合衆国アラバマ州最大の都市で、アパラチア山脈の南端
にあります。サンベルトと呼ばれる、緑豊かで美しい地域で、全米の「住みやすい都市ベ
スト10」にも選ばれたことがあります。また、アメリカ南東部における最も重要なビジネス
センターであり、同時にアメリカ最大の銀行業の中心地のひとつとして発展しています。

開催地・アメリカ合衆国バーミングハム市

日本参加競技（2022／7／7-17）

開会式／閉会式

エアスポーツ

アーチェリー（フィールド）

ビリヤード

ブールスポーツ

ボウリング

カヌー（ポロ・マラソン）

ダンススポーツ

フィストボール

フロアボール

フライングディスク

体操（アクロバット体操）

体操（エアロビック）

体操（パルクール）

体操（新体操）

体操（トランポリン）

体操（タンブリング）

ハンドボール（ビーチ）

柔術

空手

キックボクシング

公式競技（30競技）

7

木  金　土　日　月　火　水　木　金　土　日
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

コーフボール

ラクロス（女子）

ライフセービング

ムエタイ

オリエンテーリング

パワーリフティング

ラケットボール

ローラースポーツ

ソフトボール

スポーツクライミング

スカッシュ

相撲

綱引

水上スキー・ウエイクボード

ラクロス（男子）

車いすラグビー

武術

● 人口：約21万人　● 日本との時差：－14時間

開催競技（種目）

公開競技（5競技）

アメリカンフットボール
（フラッグフットボール）

水中スポーツ
（フィンスイミング）

参加国／参加選手数：110カ国・地域／3,600名（予定）
合気道 演武：7／13

トライアスロン
（デュアスロン）

大会期間中に競技結果を更新予定


