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監督
佐野  和夫
（さの��かずお）　男
①昭和15年8月2日（66歳）
②大阪府　③慶應義塾高校→
慶應義塾大学　④㈶日本水泳
連盟　⑥水泳上級コーチ

ドクター
江夏  亜希子
（えなつ��あきこ）　女
①昭和45年7月14日（36歳）
②宮崎県　③宮崎西高校→鳥
取大学　④東京大学大学院教
育学研究科　⑥スポーツドク
ター

ヘッドコーチ
平井  伯昌
（ひらい��のりまさ）　男
①昭和38年5月31日（43歳）
②東京都　③早稲田高校→早
稲田大学　④東京スイミング
センター　⑥水泳上級教師、
水泳上級コーチ

コーチ
太田  伸
（おおた��しん）　男
①昭和40年12月9日（40歳）
②大阪府　③浪商高校→大阪
体育大学　④枚方SS　⑥水泳
上級コーチ

コーチ
萬久  博敏
（まんきゅう��ひろとし）　男
①昭和43年6月2日（38歳）
②福岡県　③私立久留米工業
大学付属高校→筑波大学
④コナミスポーツクラブ東日
本　⑥水泳上級コーチ

コーチ
田村  栄子
（たむら��えいこ）　女
①昭和35年8月18日（46歳）
②兵庫県　③尼崎高等学校　
④コナミスポーツクラブ西日
本　⑥水泳上級コーチ

コーチ
久世  由美子
（くぜ��ゆみこ）　女
①昭和22年1月29日（59歳）
②熊本県　③筑紫女子高等学
校　④中京大学／東海SC
⑥水泳上級コーチ

コーチ
道浦  健壽
（みちうら��たけとし）　男
①昭和29年5月18日（52歳）
②和歌山県　③私立初芝高校
→国士舘大学　④イトマンSS���
⑥水泳上級コーチ

コーチ
金子  洋明
（かねこ��ひろあき）　男
①昭和37年4月20日（44歳）
②東京都　③私立八王子高校
→中央大学　④明治大学／ア
クラブ調布　⑥水泳上級コー
チ

選手
伊藤  真
（いとう��まこと）　男
①昭和61年2月27日（20歳）
②埼玉県　③田端中学校→本
郷高校→明治大学（3年）
④明治大学

選手
小島  貴光
（こじま��たかみつ）　男
①昭和56年5月25日（25歳）
②愛知県　③豊川市立南部中
学校→私立豊川高校→筑波大
学　④コナミスポーツクラブ
東日本

選手
細川  大輔
（ほそかわ��だいすけ）　男
①昭和57年4月18日（24歳）
②兵庫県　③塚口中学校→報
徳学園高校→中央大学
④GUNZE
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選手
山元  啓照
（やまもと��ひろあき）　男
①昭和62年8月10日（19歳）
②埼玉県　③熊谷東中学校→
春日部共栄高校→明治大学（1
年）　④明治大学

選手
櫻井  裕司
（さくらい��ゆうじ）　男
①昭和59年9月13日（22歳）
②東京都　③北区立堀船中学
校→私立目黒学院高校→日本
体育大学（4年）　④日本体育
大学

選手
松田  丈志
（まつだ��たけし）　男
①昭和59年6月23日（22歳）
②宮崎県　③東海中学校→延
岡学園高校→中京大学（4年）���
④中京大学

選手
土岐  健一
（どき��けんいち）　男
①昭和63年4月7日（18歳）
②山形県　③鶴岡第三中学校
→鶴岡工業高等学校（3年）　
④鶴岡工業高等学校

選手
古賀  淳也
（こが��じゅんや）　男
①昭和62年7月19日（19歳）
②埼玉県　③熊谷市立富士見
中学校→春日部共栄高校→早
稲田大学（1年）　④早稲田大
学

選手
山口  雅文
（やまぐち��まさふみ）　男
①昭和59年12月7日（21歳）
②福島県　③若松第五中学校
→会津工業高校→中央大学（4
年）　④中央大学

選手
宮下  純一
（みやした��じゅんいち）　男
①昭和58年10月17日（23歳）
②鹿児島県　③鹿児島大学附
属中学校→甲南高校→筑波大
学　④ホリプロ

選手
入江  陵介
（いりえ��りょうすけ）　男
①平成2年1月24日（16歳）
②大阪府　③大阪市立天王寺
中学校→近畿大附属高等学校
（2年）　④近畿大附属高等学
校

選手
中野  高
（なかの��たかし）　男
①昭和59年7月21日（22歳）
②東京都　③立川市立立川第
六中学校→八王子高校→法政
大学（4年）　④法政大学

選手
崎本  浩成
（さきもと��ひろまさ）　男
①昭和59年5月30日（22歳）
②兵庫県　③浜脇中学校→私
立報徳学園→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学

選手／主将
北島  康介
（きたじま��こうすけ）　男
①昭和57年9月22日（24歳）
②東京都　③文林中学校→本
郷高校→日本体育大学　④日
本コカ・コーラ

選手
山下  誠
（やました��まこと）　男
①昭和58年5月27日（23歳）
②愛知県　③安城西中学校→
名古屋高校→中央大学　④秋
田ゼロックス
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選手
木村  太輔
（きむら��だいすけ）　男
①昭和56年8月23日（25歳）
②東京都　③京都市立樫原中
学校→近畿大学附属高校→近
畿大学　④自衛隊体育学校

選手
高安  亮
（たかやす��りょう）　男
①昭和56年7月19日（25歳）
②神奈川県　③川崎市立野川
中学校→私立法政第二高校→
筑波大学　④コナミスポーツ
クラブ東日本

選手
山本  貴司
（やまもと��たかし）　男
①昭和53年7月23日（28歳）
②大阪府　③住吉第一中学校
→近畿大学附属高校→近畿大
学　④近畿大学職員

選手
柴田  隆一
（しばた��りゅういち）　男
①昭和58年12月14日（22歳）
②熊本県　③平野中学校→日
大豊山高校→日本大学　④チ
ームアリーナ

選手
髙桑  健
（たかくわ��けん）　男
①昭和60年3月25日（21歳）
②静岡県　③東中学校→日大
三島高校→鹿屋体育大学（4
年）　④鹿屋体育大学

選手
佐野  秀匡
（さの��ひでまさ）　男
①昭和59年5月28日（22歳）
②富山県　③別所中学校→八
王子高校→明治大学（4年）　
④明治大学

選手
谷口  晋矢
（たにぐち��しんや）　男
①昭和56年3月23日（25歳）
②三重県　③私立海星中学校
→私立海星高校→中央大学　
④自衛隊体育学校

選手
山田  香
（やまだ��かおり）　女
①昭和56年9月20日（25歳）
②愛知県　③東港中学校→東
邦高校→筑波大学　④ニスポ
元住吉

選手
浦部  紀衣
（うらべ��のりえ）　女
①昭和61年12月2日（19歳）
②兵庫県　③明石市立錦城中
学校→私立須磨学園高校→関
西大学（2年）　④関西大学

選手
三田  真希
（みた��まき）　女
①昭和58年4月22日（23歳）
②大阪府　③明石市立望海中
学校→私立須磨学園高校→早
稲田大学（4年）　④コナミス
ポーツクラブ西日本

選手
上田  春佳
（うえだ��はるか）　女
①昭和63年4月27日（18歳）
②東京都　③私立武蔵野中学
校→武蔵野高等学校（3年）　
④武蔵野高等学校

選手
中村  真衣
（なかむら��まい）　女
①昭和54年7月16日（27歳）
②新潟県　③宮内中学校→帝
京高校→中央大学　④JSS長
岡
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選手
中村  礼子
（なかむら��れいこ）　女
①昭和57年5月17日（24歳）
②神奈川県　③横浜市立茅ヶ
崎中学校→湘南工科大学付属
高校→日本体育大学　④東京
スイミングセンター

選手
五十嵐  貴美
（いがらし��たかみ）　女
①昭和59年11月20日（22歳）
②群馬県　③桂萱中学校→前
橋南高校→鹿屋体育大学（4
年）　④鹿屋体育大学

選手
北川  麻美
（きたがわ��あさみ）　女
①昭和62年10月3日（19歳）
②埼玉県　③さいたま市立柏
陽中学校→春日部共栄高校→
早稲田大学（1年）　④早稲田
大学

選手
三輪  芳美
（みわ��よしみ）　女
①昭和60年1月9日（21歳）
②岐阜県　③東安中学校→岐
阜商業高校→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学

選手
加藤  ゆか
（かとう��ゆか）　女
①昭和61年10月30日（20歳）
②愛知県　③桜丘中学校→桜
丘高校→山梨学院大学（2年）���
④山梨学院大学

選手
土肥  亜也子
（どい��あやこ）　女
①昭和55年6月29日（26歳）
②富山県　③富山市立岩瀬中
学校→富山商業高校→筑波大
学　④コナミスポーツクラブ
東日本

選手
中西  悠子
（なかにし��ゆうこ）　女
①昭和56年4月24日（25歳）
②大阪府　③池田市立石橋中
学校→大阪成蹊女子高校→近
畿大学　④枚方SS

選手
矢野  友理江
（やの��ゆりえ）　女
①昭和63年6月24日（18歳）
②大阪府　③大阪市立住吉第
一中学校→太成学院大高等学
校（3年）　④太成学院大高等
学校

選手
藤野  舞子
（ふじの��まいこ）　女
①昭和58年5月25日（23歳）
②東京都　③足立区立花畑中
学校→私立武蔵野高校→拓殖
大学　④キャラノ・インベス
トメント




