
県内出身選手紹介

JAPAN national team
in TOYAMA

HAND
BALL
2014 7.12［SAT］▶15［THE］
富山県総合体育センター

※写真は日本ハンドボール協会ホームページより。

【主催】 （公財）日本ハンドボール協会・富山県ハンドボール協会　【共催】富山県・富山県教育委員会・（公財）富山県体育協会

■ 合宿スケジュール

ハンドボール日本代表女子 富山合宿

7
12
（土）

14：00～16：00　ハンドボールTr.（大アリーナ）
16：00～17：30　RUN Tr.（（陸上競技場）
18：30～　　　　レセプション
　　　　　　　　　　　（カナルパークホテル）

7
13
（日）

9：00～12：00　小学生男女講習会（大アリーナ）
16：00～19：00　ハンドボールTr.
　　　　　　　　（氷見高校男子チーム合同）
　　　　　　　　　　　　　  　　 （大アリーナ）

7
14
（月）

9：00～12：00　ハンドボールTr.フィットネス
　　　　　　　　　　　　　  　　 （大アリーナ）
15：00～18：00　ハンドボールTr.
　　　　　　　　（高岡向陵男子チーム合同）
　　　　　　　　　　　　　  　　 （大アリーナ）

7
15
（火）

9：30～11：00　ハンドボールTr.（大アリーナ）
11：00～12：30　ウェイトトレーニング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （トレーニング室）

メッセージ

ルーズボールに誰よりも早く反応、常に空いたスペースに走り込む、シュート
を正確に打つなど、小さいからこそできるプレーに磨きをかけ、世界で戦える
戦術をさらに強化し、リオ五輪に向け頑張ります。

横嶋 かおる  よこしま かおる
高岡向陵高校出身

メッセージ

豊富な運動量とスピードあふれるプレーでコートを動き回ります。
リオ五輪に向け、「さらに強く」を目指し、精一杯頑張ります。

石野 実加子 いしの  みかこ
氷見高校出身

メッセージ

大柄な外国人に負けない強靱な体をつくり、型にとらわれない、想像力あふれ
るプレーと多彩なシュートバリエーションで相手を惑わせます。
ハンドボールの楽しさを多くの人に伝えられるように頑張ります。

横嶋 彩  よこしま あや
高岡向陵高校出身

富山市ハンドボール協会
会長　田畑 裕明

ハンドボール競技のレベル向上と

ハンドボール日本代表女子のご活躍をお祈りいたします



栗山  雅倫 （くりやま まさみち）

所属　（公財）日本ハンドボール協会

監督

日高  聡子 （ひだか さとこ）

所属　（公財）日本ハンドボール協会

総務

小薮  憲次 （こやぶ けんじ）

所属　（公財）日本ハンドボール協会

コーチ

高野内 俊也 （たかのうち としや）

所属　（財）日本予防医学協会

トレーナー

藤間 かおり （ふじま かおり）

所　　属　オムロン
身　　長　173㎝
生年月日　1982.7.6
出 身 校　大分鶴崎高校

選手

東濱  裕子 （ありはま ゆうこ）

所　　属　オムロン
身　　長　178㎝
生年月日　1984.8.18
出 身 校　陽明高校

選手

永田 しおり （ながた しおり）

所　　属　オムロン
身　　長　171㎝
生年月日　1987.10.24
出 身 校　福岡女子商業高校

選手

勝連  智恵 （かつれん ちえ）

所　　属　オムロン
身　　長　158㎝
生年月日　1989.4.14
出 身 校　宣真高校

選手

飛田 季実子 （ひだ きみこ）

所　　属　ソニーセミコンダクタ
身　　長　170㎝
生年月日　1977.9.26
出 身 校　大阪福島女子高校

選手

本多  　恵 （ほんだ めぐみ）

所　　属　ソニーセミコンダクタ
身　　長　160㎝
生年月日　1986.7.14
出 身 校　筑波大学

選手

錦織  　新 （にしきおり あらた）

所　　属　ソニーセミコンダクタ
身　　長　167㎝
生年月日　1991.9.7
出 身 校　盛岡大学附属高校

選手

川村  杏奈 （かわむら あんな）

所　　属　ソニーセミコンダクタ
身　　長　167㎝
生年月日　1991.10.26
出 身 校　東海大学

選手

白石  さと （しろいし さと）

所　　属　東京女子体育大学
身　　長　174㎝
生年月日　1992.12.2
出 身 校　四天王寺高校

選手

原　 希美 （はら のぞみ）

所　　属　三重バイオレットアイリス
身　　長　171㎝
生年月日　1991.3.9
出 身 校　日本体育大学

選手

池原  綾香 （いけはら あやか）

所　　属　三重バイオレットアイリス
身　　長　158㎝
生年月日　1990.9.24
出 身 校　日本体育大学

選手

横嶋 かおる （よこしま かおる）

所　　属　北國銀行
身　　長　161㎝
生年月日　1985.12.11
出 身 校　高岡向陵高校

選手

松村  杏里 （まつむら あんり）

所　　属　広島メイプルレッズ
身　　長　168㎝
生年月日　1991.6.21
出 身 校　大阪教育大学

選手

角南   唯 （すなみ ゆい）

所　　属　北國銀行
身　　長　161㎝
生年月日　1991.6.7
出 身 校　大阪体育大学

選手

横嶋　 彩 （よこしま あや）

所　　属　北國銀行
身　　長　162㎝
生年月日　1990.7.3
出 身 校　環太平洋大学

選手

石野 実加子 （いしの みかこ）

所　　属　北國銀行
身　　長　167㎝
生年月日　1988.11.11
出 身 校　筑波大学

選手

相沢  莉乃 （あいざわ りの）

所　　属　オムロン
身　　長　161㎝
生年月日　1990.3.26
出 身 校　東海大学

選手

儀間  晴香 （ぎま はるか）

所　　属　ソニーセミコンダクタ
身　　長　160㎝
生年月日　1987.3.19
出 身 校　日本女子体育大学

選手

日本代表女子 合宿メvンバー
強化本部長　津川　　昭　　所属 （公財）日本ハンドボール協会
監　　　督　栗山　雅倫　　所属 （公財）日本ハンドボール協会
コ　ー　チ　小薮　憲次　　所属 （公財）日本ハンドボール協会
トレーナー　高野内俊也　　所属 （財）日本予防医学協会
トレーナー　佐野　裕美　　所属 （公財）日本ハンドボール協会
情 報 分 析　田口　貴仁　　所属 （公財）日本ハンドボール協会
総　　　務　日高　聡子　　所属 （公財）日本ハンドボール協会

H
A

N
D

B
A

L
L

 J
A

P
A

N
 n

a
tio

n
a
l te

a
m

日本代表女子 合宿メンバー


