
公益財団法人 日本卓球協会

2021年10月1日

監督（男子全体統括）          ※ 田勢邦史 日本卓球協会

コーチ 日髙達也 日本卓球協会

コーチ 岸川聖也 ファースト

コーチ 大森隆弘 東京アート

コーチ                       ※ 董　 崎岷 美崎クラブ

コーチ                       ※ 真田浩二 愛工大名電中学校

コーチ                       ※ 張   一博 Y.Y卓球クラブ

ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 田中礼人 NSCAジャパン

ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 金　　　博 日本卓球協会

マッサー 野中 　亮 ケッズトレーナー

マッサー 正木清登 ケッズトレーナー

監督（U-18  ,U-15統括） 田勢邦史 日本卓球協会

コーチ 日髙達也 日本卓球協会

コーチ 植木　 大 遊学館高等学校

コーチ 岸川聖也 ファースト

コーチ 董　 崎岷 美崎クラブ

コーチ                       ※ 真田浩二 愛工大名電中学校

コーチ（EA兼務） 入山浩治 日本卓球協会

ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 田中礼人 NSCAジャパン

ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 金　　　博 日本卓球協会

監督（U-12,U-10,U-8統括） 松下雄二 城山ひのくにJr.　

コーチ（U-12担当） 石田弘樹 石田卓球クラブ

コーチ（U-12担当） 川畑圭輔 フェニックス卓球クラブ

コーチ（U-12担当） 袮屋康介 ねや卓球クラブ

コーチ（U-12担当） 日髙達也 日本卓球協会

コーチ（U-10担当） 小林哲平 ピンテック

コーチ（U-10担当） 板倉健信 FPC

コーチ（U-8 担当） 瀬名和彦 セナタク

コーチ（U-8 担当） 飯村敏文 ヒロタクスポーツ

ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 田中礼人 NSCAジャパン
※10月1日　追加・変更を行いました

2021年度 後期 男子強化スタッフ

男子ナショナルチーム（NT）

男子ジュニアナショナルチーム（JNT）

男子ホープスナショナルチーム（HNT）



公益財団法人 日本卓球協会

2021年10月1日

監督（女子全体統括）         ※ 渡辺武弘 中部大学
コーチ 渡邊隆司 木下アカデミー
コーチ（伊藤美誠担当） 松﨑太佑 スターツ
コーチ（石川佳純担当） 石川久美 KR
コーチ（平野美宇担当） 張　　　成 Athlete  Solution
ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 淺井大一郎 日本卓球協会
総務                       ※ 杉尾くらら 日本卓球協会
総務                       ※ 小長谷幸司 日本卓球協会
マッサー 大山　 薫 ケッズトレーナー
マッサー 益子さゆり ケッズトレーナー

監督（U-18, U-15統括） 渡邊隆司 木下アカデミー
コーチ 山梨有理 NINNA SPORTS株式会社
コーチ 羽佳純子 羽佳卓球倶楽部
コーチ 石垣優香 日本生命
コーチ 東　 勇渡 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ

コーチ 中澤　 鋭 日本卓球協会
コーチ 吉田春香 四天王寺高校
コーチ 村田充史 四天王寺高校
コーチ 小林哲平 ピンテック
コーチ 張本　 凌 仙台ジュニア
コーチ 森薗美咲 FPC
ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 淺井大一郎 日本卓球協会

監督（U-12,U-10,U-8統括） 渡邊隆司 木下アカデミー
ヘッドコーチ 下川寛子 YOYO TAKKYU
コーチ 石垣優香 日本生命
コーチ 川畑圭輔 フェニックス卓球クラブ
コーチ 木原翔貴 ALLSTAR
コーチ 野中直広 NONAKA SPORTS
コーチ 舩山晶子 マイダス
コーチ 丸川真一 T.C マルカワ
コーチ 森本文江 個人
コーチ 渡辺　 友 個人
コーチ 森薗美咲 FPC
コーチ 飯田英樹 NEX'TAGE
ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 淺井大一郎 日本卓球協会

※10月1日 コーチングスタッフの追加・変更を行いました

2021年度後期　女子強化スタッフ

女子ナショナルチーム（NT）

女子ジュニアナショナルチーム（JNT）

女子ホープスナショナルチーム（HNT）



公益財団法人 日本卓球協会
2021年10月1日

強化本部長 宮﨑義仁 日本卓球協会

副強化本部長 小笠博義 萩市民病院

男子監督                        ※ 田勢邦史 日本卓球協会

女子監督                        ※ 渡辺武弘 中部大学

ＮＴＣ専任コーチ/情報戦略グループ 山田耕司 日本卓球協会

ＮＴＣ専任ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ/情報戦略グループ 羽生綾子 日本卓球協会

JOCエリートアカデミー女子監督 中澤　 鋭 日本卓球協会

コーチ 松本幸徳 日本卓球協会

コーチ 入山浩治 日本卓球協会

コーチ 劉　　　楽 日本卓球協会

フィジカルコーチ 吉澤昌和 個人

情報担当 杉尾くらら 日本卓球協会

情報担当 原　 隆三 日本スポーツ振興センター

心理カウンセラー 水島禎行 日本卓球協会

ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 金   恵美 日本卓球協会

ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 庞 　　 斌 日本卓球協会

ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 金　　　博 日本卓球協会

情報・事務サポート 三浦文香 日本卓球協会

情報・事務サポート 小長谷幸司 日本卓球協会

事務サポート 尾崎めぐみ 日本卓球協会

次世代ターゲット事業の育成支援事業 水島禎行 日本卓球協会

次世代ターゲット事業の育成支援事業 坂田和子 日本卓球協会

有望アスリート海外派遣事業 三浦文香 日本卓球協会

有望アスリート海外派遣事業 杉尾くらら 日本卓球協会
次世代ターゲット事業の育成支援事業
有望アスリート海外派遣事業 小長谷幸司 日本卓球協会

2021年度 後期　強化本部・サポートスタッフ

強化本部

NTC/NT・JNT・HNT・EAサポートスタッフ
コーチ・フィジカル・情報戦略・心理・ｽﾊﾟｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ

日本スポーツ振興センター（JSC)助成事業

＊2021年度 後期 スタッフになります。10/1より 男女NT監督が変更になりました


