
役 職 氏　名 フリガナ

監督 ULRIK KIRKELY ウルリック キルケリー

コーチ 櫛田 亮介 クシダ リョウスケ

G Kコーチ ANTONI PARECKI アントニ パレツキ

ドクター 井本 光次郎 イモト コウジロウ

トレーナー 高野内 俊也 タカノウチ トシヤ

トレーナー 岩谷 美菜子 イワタニ ミナコ

分析 嘉数 陽介 カカズ ヨウスケ

総務通訳 藤田 愛 フジタ アイ

通し番号 氏　名 フリガナ 所　属 生年月日 身長 　出 身 校

1 飛田 季実子 ヒダ キミコ ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング 1977.09.26 170 大阪福島女子高校

2 藤井 紫緒 フジイ シオ 大阪ラヴィッツ 1985.03.27 164 東京女子体育大学

3 石立 真悠子 イシタテ マユコ 三重バイオレットアイリス 1987.01.18 166 筑波大学

4 永田 しおり ナガタ シオリ オムロン 1987.10.24 171 福岡女子商業高校

5 塩田 沙代 シオタ サヨ 北國銀行 1989.03.21 172 高松商業高校

6 勝連 智恵 カツレン チエ オムロン 1989.04.14 158 宣真高校

7 吉田 起子 ヨシダ ユキコ オムロン 1989.07.12 171 東京女子体育大学

8 田邉 夕貴 タナベ ユキ 北國銀行 1989.08.25 170 大阪体育大学

9 河田 知美 カワタ トモミ 北國銀行 1990.06.30 160 大阪体育大学

10 横嶋 彩 ヨコシマ アヤ 北國銀行 1990.07.03 162 環太平洋大学

11 原 希美 ハラ ノゾミ 三重バイオレットアイリス 1991.03.09 170 日本体育大学

12 角南 唯 スナミ ユイ 北國銀行 1991.06.07 162 大阪体育大学

13 多田 仁美 タダ ヒトミ 三重バイオレットアイリス 1991.10.13 166 日本体育大学

14 宮川 裕美 ミヤカワ ユミ オムロン 1991.11.02 172 青森中央高校

15 髙宮 咲 タカミヤ サキ H C名古屋 1992.10.13 160 大阪教育大学

16 大山 真奈 オオヤマ マナ 北國銀行 1992.12.07 165 大阪体育大学

17 角南 果帆 スナミ カホ ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング 1993.01.05 166 大阪体育大学

18 板野 陽 イタノ ミナミ イズミメイプルレッズ 1993.02.02 174 大阪教育大学

19 堀川 真奈 ホリカワ マナ イズミメイプルレッズ 1994.03.04 174 大阪教育大学

20 永田 美香 ナガタ ミカ 北國銀行 1994.05.28 180 四天王寺高校

21 秋山 なつみ アキヤマ ナツミ 北國銀行 1994.07.23 161 大阪体育大学

22 石川 紗衣 イシカワ サエ イズミメイプルレッズ 1995.02.15 162 東京女子体育大学

23 松本 ひかる マツモト ヒカル 北國銀行 1995.02.25 167 大阪体育大学

24 佐々木 春乃 ササキ ハルノ 北國銀行 1995.02.26 172 大阪体育大学

25 北原 佑美 キタハラ ユミ ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリング

1995.07.08 171 大阪体育大学

26 團 玲伊奈 ダン レイナ 三重バイオレットアイリス 1996.01.20 158 東京女子体育大学

27 近藤 万春 コンドウ マハル イズミメイプルレッズ 1996.01.24 158 大阪体育大学

28 グレイ クレア フランシス グレイ クレア フランシス オムロン 1997.06.03 170 筑波大学

29 青 麗子 アオ レイコ ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリング

1997.07.15 176 筑波大学

所　　                    　　　属

公益財団法人　日本ハンドボール協会

公益財団法人 日本ハンドボール協会

公益財団法人 日本ハンドボール協会

公益財団法人 日本ハンドボール協会

公益財団法人 日本ハンドボール協会 三重バイオレットアイリス

公益財団法人 日本ハンドボール協会

公益財団法人 日本ハンドボール協会 熊本赤十字病院

公益財団法人 日本ハンドボール協会 一般財団法人
日本予防医学協会

女子日本代表　第1回強化合宿　メンバーリスト

場所：味の素ナショナルトレーニングセンター

期日：2020/11/24 (火) 〜 2020/12/08 (火)


