
TWG2013日本代表選手一覧 

№ 競技名 姓 名 フリガナ（姓） フリガナ（名） 性別 年齢 出身地 出場回数 2009高雄大会成績 所属先

1 アーチェリー 遠藤 麻美 エンドウ アサミ F 25歳 東京都 初出場 東京都アーチェリー協会

2 アーチェリー 林 勇気 ハヤシ ユウキ F 28歳 大阪府 初出場 株式会社堀場製作所

3 エアースポーツ 古賀 光晴 コガ ミツハル M 50歳 福岡県 初出場

4 空手 染谷 香予 ソメヤ カヨ F 22歳 茨城県 初出場 帝京大学

5 空手 喜友名 諒 キユナ リョウ M 22歳 沖縄県 初出場 劉衛流龍鳳会

6 空手 荒賀 龍太郎 アラガ リュウタロウ M 22歳 京都府 初出場 京都産業大学

7 空手 植草 歩 ウエクサ アユミ F 20歳 千葉県 初出場 帝京大学

8 空手 小林 実希 コバヤシ ミキ F 23歳 三重県 初出場 帝京大学

9 水上スキー 廣澤 沙綾 ヒロサワ サアヤ F 28歳 東京都 2回目 9位 株式会社Sports Enhancement

10 水上スキー 安井 寿紀 ヤスイ トシキ M 21歳 兵庫県 初出場 日本ウエイクボード協会

11 水中スポーツ 山岡 明奈 ヤマオカ アキナ F 20歳 神奈川県 初出場 アックアセレーナ

12 水中スポーツ 尾形 蘭 オガタ ラン F 35歳 埼玉県 2回目 Orange

13 水中スポーツ 藤巻 紗月 フジマキ サツキ F 16歳 東京都 初出場 NLS(ノーリミッツ)

14 水中スポーツ 有路 友紀 アリミチ ユキ F 18歳 東京都 初出場 八王子フィンスイミングクラブ

15 スカッシュ 小林 海咲 コバヤシ ミサキ F 23歳 神奈川県 初出場 SunsetBreeze

16 スカッシュ 小林 僚生 コバヤシ リョウセイ M 19歳 神奈川県 初出場 SunsetBreeze

17 相撲 岩本 幸奈 イワモト ユキナ F 21歳 熊本県 初出場 日本大学

18 相撲 川口 達磨 カワグチ タツマ M 23歳 佐賀県 初出場

19 相撲 松浦 麻乃 マツウラ アサノ F 27歳 静岡県 2回目 銅メダル

20 相撲 山中 未久 ヤマナカ ミク F 20歳 静岡県 初出場 立命館大学

21 相撲 伊東 良 イトウ リョウ M 27歳 千葉県 2回目 金メダル

22 相撲 上田 幸佳 ウエタ ユカ F 21歳 鳥取県 2回目 7位 日本大学

23 相撲 谷内 明日実 ヤチ アスミ F 21歳 富山県 初出場 日本大学

24 相撲 松永 六十四 マツナガ ムトシ M 28歳 長崎県 2回目 銀メダル

25 体操 坂本 鷹志 サカモト タカシ M 28歳 茨城県 初出場 株式会社ゼウス・エンタープライズ

26 体操 上山 容弘 ウエヤマ ヤスヒロ M 28歳 大阪府 初出場 モンパルテ

27 ダンススポーツ 石原 正幸 イシハラ マサユキ M 28歳 東京都 初出場 株式会社ブルボン

28 ダンススポーツ 伊藤 沙織 イトウ サオリ F 24歳 千葉県 初出場

29 ダンススポーツ 久保田 弓椰 クボタ ユミヤ M 22歳 北海道 初出場 札幌国際大学

30 ダンススポーツ 久保田 蘭羅 クボタ ララ F 21歳 北海道 初出場 札幌国際大学

31 ダンススポーツ 小丸 勲 コマル イサオ M 38歳 広島県 初出場 NPO法人日本サルサ協会

32 ダンススポーツ 與語 真梨 ヨゴ マリ F 30歳 愛知県 初出場 NPO法人日本サルサ協会

33 デュアスロン 宮澤 恵理 ミヤザワ エリ F 26歳 愛知県 初出場

34 デュアスロン 上田 藍 ウエダ アイ F 29歳 京都府 初出場

35 デュアスロン 川村 好平 カワムラ コウヘイ M 28歳 滋賀県 初出場

36 デュアスロン 田中 文也 タナカ フミヤ M 22歳 滋賀県 初出場

37 デュアスロン 深浦 祐也 フカウラ ユウヤ M 34歳 東京都 初出場

38 デュアスロン 澤田 愛里 サワダ アイリ F 33歳 北海道 初出場

39 デュアスロン 森 正 モリ タダシ M 39歳 三重県 初出場

40 デュアスロン 飯干 守道 イイホシ モリミチ M 32歳 宮崎県 初出場

41 パワーリフティング 北村 真由美 キタムラ マユミ F 46歳 神奈川県 2回目 4位 スーパーパワー・アサマトレーニングクラブ

42 パワーリフティング 福島 友佳子 フクシマ ユカコ F 43歳 兵庫県 4回目 銀メダル パワーハウス

43 ビリヤード 赤狩山 幸男 アカガリヤマ ユキオ M 38歳 大阪府 初出場 株式会社バグーズ

44 ビリヤード 梶谷 景美 カジタニ アキミ F 44歳 大阪府 2回目 アダム、メッカ

45 ビリヤード 竹島 欧 タケシマ オオ M 37歳 東京都 初出場 フリー

46 武術 岸 涼介 キシ リョウスケ M 21歳 大阪府 初出場 大阪府武術太極拳連盟

47 武術 川口 昂大 カワグチ タカヒロ M 22歳 大阪府 初出場 大阪府武術太極拳連盟

48 武術 藤沢 佑 フジサワ ユウ M 21歳 秋田県 初出場 秋田県武術太極拳連盟

49 フライングディスク 鮫島 暁 サメシマ サトル M 31歳 愛知県 2回目 銀メダル 文化シャッターバズバレッツ

50 フライングディスク 黒野 将司 クロノ マサシ M 26歳 愛知県 2回目 銀メダル サック

51 フライングディスク 遠津 絵理 エンヅ エリ F 31歳 愛知県 2回目 銀メダル ウノ

52 フライングディスク 藤川 明奈 フジカワ アキナ F 26歳 愛知県 初出場 ウノ

53 フライングディスク 松野 政宏 マツノ マサヒロ M 29歳 大阪府 2回目 銀メダル 文化シャッターバズバレッツ

54 フライングディスク 浪切 香緒里 ナミキリ カオリ F 27歳 静岡県 初出場 ウノ

55 フライングディスク 田中 瑞穂 タナカ ミズホ M 31歳 千葉県 2回目 銀メダル 文化シャッターバズバレッツ

56 フライングディスク 猪俣 紗奈子 イノマタ サナコ F 28歳 東京都 初出場 ハック

57 フライングディスク 大津 慶子 オオツ ケイコ F 27歳 東京都 初出場 マッド

58 フライングディスク 髙橋 泰生 タカハシ ヤスオ M 29歳 兵庫県 初出場 文化シャッターバズバレッツ

59 フライングディスク 伊藤 まどか イトウ マドカ F 33歳 三重県 初出場 ウノ

60 フライングディスク 芝 圭一郎 シバ ケイイチロウ M 25歳 和歌山県 初出場 文化シャッターバズバレッツ

61 フライングディスク 古澤 隆憲 フルザワ タカノリ M 25歳 和歌山県 初出場 文化シャッターバズバレッツ

62 ボウリング 佐々木 智之 ササキ トモユキ M 26歳 神奈川県 初出場 株式会社プリンスホテル

63 ボウリング 手島 菜月 テシマ ナツキ F 24歳 山梨県 初出場 諫早パークレーン株式会社

64 ライフセービング 中本 直也 ナカモト ナオヤ M 22歳 大阪府 初出場 拓殖大学ライフセービングクラブ

65 ライフセービング 坂本 陸 サカモト リク M 20歳 神奈川県 初出場 日本体育大学ライフセービングクラブ/和田浦ライフセービングクラブ

66 ライフセービング 坂本 佳凪子 サカモト カナコ F 18歳 神奈川県 初出場 西浜サーフライフセービングクラブ

67 ライフセービング 名須川 紗綾 ナスカワ サアヤ F 21歳 神奈川県 初出場 文教大学ライフセービングクラブ/茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ

68 ライフセービング 鈴木 陵平 スズキ リョウヘイ M 25歳 千葉県 初出場 館山サーフライフセービングクラブ

69 ライフセービング 長竹 康介 ナガタケ コウスケ M 31歳 東京都 初出場 西浜サーフライフセービングクラブ

70 ライフセービング 三井 結里花 ミツイ ユリカ F 21歳 東京都 初出場 日本大学サーフライフセービングクラブ/九十九里ライフセービングクラブ

71 ライフセービング 毛利 邦 モウリ クニ F 34歳 東京都 初出場 館山サーフライフセービングクラブ

72 ライフセービング 大島 圭介 オオシマ ケイスケ M 20歳 栃木県 初出場 湯河原ライフセービングクラブ

73 ライフセービング 水間 菜登 ミズマ ナミ F 23歳 北海道 初出場 勝浦ライフセービングクラブ

74 ラケットボール 坂本 登志子 サカモト トシコ F 49歳 兵庫県 2回目 8位 神戸YMCAウェルネスセンター学園都市

75 ラケットボール 脇本 直美 ワキモト ナオミ F 42歳 兵庫県 初出場 フリー

76 ローラースポーツ 西木 紳悟 ニシキ シンゴ M 25歳 徳島県 2回目 ショート7位・ロング5位 徳島県連盟・コンドークラブ

エキシビション出場選手

1 空道 中村 知大 ナカムラ トモヒロ M 24歳 長崎県

2 空道 加藤 久輝 カトウ ヒサキ M 30歳 山梨県
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