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Swimming
水泳／競泳

水
泳
／
競
泳

男子選手 女子選手 役  員 合  計

16名 13名 12名 41名

監督
泉  正文
（いずみ  まさふみ）　男
①昭和23年8月21日（62歳）
②北海道　③札幌西高校（北
海道）→早稲田大学　④㈱イ
ナホスポーツ

チームリーダー
上野  広治
（うえの  こうじ）　男
①昭和34年4月20日（51歳）
②東京都　③日本大学豊山高
校（東京都）→日本大学　④日
本大学豊山高校　⑦ナショナ
ルコーチ　⑧水泳上級コーチ

コーチ
平井  伯昌
（ひらい  のりまさ）　男
①昭和38年5月31日（47歳）
②東京都　③早稲田高校（東
京都）→早稲田大学→早稲田
大学大学院　④東京スイミン
グセンター　⑦アシスタント
ナショナルコーチ　⑧水泳上
級教師、水泳上級コーチ

コーチ
鈴木  陽二
（すずき  ようじ）　男
①昭和25年3月9日（60歳）
②新潟県　③村上高校（新潟
県）→順天堂大学→順天堂大
学大学院　④セントラルスポ
ーツ㈱　⑧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（63歳）
②熊本県　③筑紫女学園高校
（福岡県）　④コスモス薬品　
⑧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（56歳）
②和歌山県　③初芝高校（大
阪府）→国士館大学　④イト
マンスイミングスクール　　
⑧水泳上級コーチ

コーチ
伊藤  秀介
（いとう  しゅうすけ）　男
①昭和51年4月6日（34歳）
②岡山県　③市川高校（兵庫
県）→中央大学　④自衛隊体
育学校　⑦専任情報科学スタ
ッフ　⑧水泳上級コーチ

ドクター
元島  清香
（もとじま  さやか）　女
①昭和47年5月15日（38歳）
②東京都　③日本大学第二高
校（東京都）→日本大学→日本
大学大学院　④日本大学板橋
病院　⑧スポーツドクター

トレーナー
小泉  圭介
（こいずみ  けいすけ）　男
①昭和46年1月28日（39歳）
②福井県　③北陸高校（福井
県）→明治学院大学→早稲田
大学大学院　④国立スポーツ
科学センター　⑧アスレティ
ックトレーナー

トレーナー
加藤  明生
（かとう  あきお）　男
①昭和49年4月4日（36歳）
②島根県　③出雲高校（島根
県）→日本体育大学　④STI白
石鍼灸治療院　⑦専任メディ
カルスタッフ（トレーナー）　
⑧アスレティックトレーナー

トレーナー
小沢  邦彦
（おざわ  くにひこ）　男
①昭和44年11月17日（40歳）
②長野県　③日本大学豊山高
校（東京都）→日本大学　④リ
フレッシュ指圧センター

総務
小倉  大地雄
（おぐら  たつお）　男
①昭和57年12月12日（27歳）
②東京都　③早稲田実業高校
（東京都）→早稲田大学→イン
ディアナ州立大学大学院　　
④国立スポーツ科学センター
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Swimming
水泳／競泳

水
泳
／
競
泳

選手
岸田  真幸
（きしだ  まさゆき）　男
①昭和60年11月24日（24歳）
②東京都　③南河内町第2中
学校（栃木県）→桐蔭学園高
校（神奈川県）→アリゾナ大学
（4年）　④アリゾナ大学
⑤180cm　⑥80kg

選手
藤井  拓郎
（ふじい  たくろう）　男
①昭和60年4月21日（25歳）
②大阪府　③南花台中学校（大
阪府）→太成学院大学高校（大
阪府）→早稲田大学
④KONAMI　⑤184cm
⑥77kg

選手
松田  丈志
（まつだ  たけし）　男
①昭和59年6月23日（26歳）
②宮崎県　③東海中学校（宮
崎県）→延岡学園高校（宮城県）
→中京大学→鹿屋体育大学大
学院（2年）　④鹿屋体育大学
大学院／コスモス薬品
⑤184cm　⑥85kg

選手
内田  翔
（うちだ  しょう）　男
①昭和62年9月28日（23歳）
②群馬県　③榛名中学校（群
馬県）→高崎商業高校（群馬県）
→法政大学　④群馬ヤクルト
⑤183cm　⑥83kg

選手
原田  蘭丸
（はらだ  らんまる）　男
①昭和62年12月17日（22歳）
②千葉県　③八街中央中学校
（千葉県）→日本大学豊山高校
（東京都）→中央大学　④自衛
隊体育学校　⑤180cm
⑥81kg

選手
奥村  幸大
（おくむら  よしひろ）　男
①昭和58年5月9日（27歳）
②大阪府　③富田林市立第三
中学校（大阪府）→近畿大学附
属高校（大阪府）→近畿大学　
④イトマンスイミングスクー
ル　⑤182cm　⑥75kg

選手
葛原  俊輔
（くずはら  しゅんすけ）　男
①平成元年4月21日（21歳）
②神奈川県　③名瀬中学校（神
奈川県）→湘南工科大学付属
高校（神奈川県）→日本大学（3
年）　④日本大学／セントラ
ル東戸塚   ⑤190cm   ⑥87kg

選手
古賀  淳也
（こが  じゅんや）　男
①昭和62年7月19日（23歳）
②埼玉県　③富士見中学校（埼
玉県）→春日部共栄高校（埼玉
県）→早稲田大学　④埼玉ス
ウィンスイミングスクール　
⑤181cm　⑥74kg

選手
入江  陵介
（いりえ  りょうすけ）　男
①平成2年1月24日（20歳）
②大阪府　③天王寺中学校（大
阪府）→近畿大学附属高校（大
阪府）→近畿大学（3年）　④近
畿大学／イトマンスイミング
スクール   ⑤178cm   ⑥62kg

選手
立石  諒
（たていし  りょう）　男
①平成元年6月12日（21歳）
②神奈川県　③藤沢市立第一
中学校（神奈川県）→湘南工科
大学付属高校（神奈川県）→慶
應義塾大学（3年）　④慶應義
塾大学／NEC GSC　⑤182cm   
⑥70kg

選手
北島  康介
（きたじま  こうすけ）　男
①昭和57年9月22日（28歳）
②東京都　③文林中学校（東
京都）→本郷高校（東京都）→
日本体育大学　④コカ・コー
ラ　⑤177cm　⑥73kg

選手
小堀  勇気
（こぼり  ゆうき）　男
①平成5年11月25日（16歳）
②石川県　③辰口中学校（石
川県）→金沢高校（石川県・2
年）　④金沢高校／能美スイ
ミングクラブ　⑤184cm　　
⑥72kg
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Swimming
水泳／競泳

水
泳
／
競
泳 選手

坂田  龍亮
（さかた  りゅうすけ）　男
①昭和60年12月25日（24歳）
②愛知県　③長久手中学校（愛
知県）→名古屋高校（愛知県）
→明治大学　④セントラルス
ポーツ㈱   ⑤177cm   ⑥73kg

選手
高桑  健
（たかくわ  けん）　男
①昭和60年3月25日（25歳）
②静岡県　③裾野市立東中学
校（静岡県）→日本大学三島高
校（静岡県）→鹿屋体育大学　
④自衛隊体育学校　⑤177cm   
⑥79kg

選手
堀畑  裕也
（ほりはた  ゆうや）　男
①平成2年7月30日（20歳）
②愛知県　③志段味中学校（愛
知県）→豊川高校（愛知県）→
日本体育大学（2年）　④日本
体育大学   ⑤169cm   ⑥62kg

選手
萩原  智子
（はぎわら  ともこ）　女
①昭和55年4月13日（30歳）
②山梨県　③甲府市立西中学
校（山梨県）→山梨学院大学附
属高校（山梨県）→山梨学院大
学→山梨学院大学院　④山梨
学院　⑤178cm　⑥68kg

選手
上田  春佳
（うえだ  はるか）　女
①昭和63年4月27日（22歳）
②東京都　③武蔵野中学校（東
京都）→武蔵野高校（東京都）
→日本大学（4年）　④日本大
学／東京スイミングセンター   
⑤177cm　⑥68kg

選手
藤野  舞子
（ふじの  まいこ）　女
①昭和58年5月25日（27歳）
②東京都　③花畑中学校（東
京都）→武蔵野高校（東京都）
→拓殖大学　④FBインターナ
ショナル   ⑤161cm   ⑥58kg

選手
松本  弥生
（まつもと  やよい）　女
①平成2年3月8日（20歳）
②静岡県　③今沢中学校（静
岡県）→飛龍高校（静岡県）→
日本体育大学（3年）　④日本
体育大学   ⑤168cm   ⑥65kg

選手
伊藤  華英
（いとう  はなえ）　女
①昭和60年1月18日（25歳）
②埼玉県　③東京成徳中学校
（東京都）→東京成徳高校（東
京都）→日本大学　④セント
ラルスポーツ㈱　⑤173cm　
⑥63kg

選手
関根  理沙
（せきね  りさ）　女
①平成5年4月12日（17歳）
②神奈川県　③樽町中学校（神
奈川県）→神奈川総合高校（神
奈川県・2年）　④神奈川総合
高校／ウォーターメイツ　　
⑤158cm　⑥49kg

選手
寺川  綾
（てらかわ  あや）　女
①昭和59年11月12日（26歳）
②大阪府　③松虫中学校（大
阪府）→近畿大学附属高校（大
阪府）→近畿大学　④ミズノ   
⑤173cm　⑥60kg

選手
酒井  志穂
（さかい  しほ）　女
①平成2年12月1日（19歳）
②福岡県　③古賀北中学校（福
岡県）→九州産業大学付属九
州高校（福岡県）→九州産業大
学（2年）　④九州産業大学／
ブリヂストン　⑤158cm　　
⑥54kg

選手
冨田  尚弥
（とみた  なおや）　男
①平成元年4月22日（21歳）
②愛知県　③横須賀中学校（愛
知県）→豊川高校（愛知県）→
中京大学（3年）　④中京大学   
⑤174cm　⑥74kg
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選手
鈴木  聡美
（すずき  さとみ）　女
①平成3年1月29日（19歳）
②福岡県　③遠賀中学校（福
岡県）→九州産業大学付属九
州高校（福岡県）→山梨学院大
学（2年）　④山梨学院大学　
⑤168cm　⑥64kg

選手
金藤  理絵
（かねとう  りえ）　女
①昭和63年9月8日（22歳）
②広島県　③庄原中学校（広
島県）→三次高校（広島県）→
東海大学（4年）　④東海大学   
⑤176cm　⑥67kg

選手
加藤  ゆか
（かとう  ゆか）　女
①昭和61年10月30日（24歳）
②愛知県　③桜丘中学校（愛
知県）→桜丘高校（愛知県）→
山梨学院大学　④東京スイミ
ングセンター　⑤159cm　　
⑥56kg

選手
星  奈津美
（ほし  なつみ）　女
①平成2年8月21日（20歳）
②埼玉県　③栄進中学校（埼
玉県）→春日部共栄高校（埼玉
県）→早稲田大学（2年）　④早
稲田大学／スウィン大教　　
⑤164cm　⑥54kg

選手
加藤  和
（かとう  いずみ）　女
①平成2年3月24日（20歳）
②福島県　③桜の聖母学院（福
島県）→桜の聖母学院（福島県）
→桜の聖母短期大学→山梨学
院大学（2年）　④山梨学院大
学　⑤160cm　⑥53kg
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Diving
水泳／飛込み

水
泳
／
飛
込
み

男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 4名 1名 8名

監督
松本  行夫
（まつもと  ゆきお）　男
①昭和37年8月21日（48歳）
②栃木県　③宇都宮南高校（栃
木県）→日本体育大学　④栃
木県公園事務所　⑧水泳上級
コーチ

選手
渋沢  小哉芳
（しぶさわ  さやか）　女
①昭和59年4月5日（26歳）
②兵庫県　③野田中学校（石
川県）→保谷高校（東京都）→
日本大学　④㈶新潟県体育協
会　⑤166cm　⑥58kg

選手
中川  真依
（なかがわ  まい）　女
①昭和62年4月7日（23歳）
②石川県　③中海中学校（石
川県）→小松市立高校（石川県）
→金沢学院大学→金沢学院大
学大学院（1年）　④金沢学院
大学大学院　⑤155cm
⑥52kg

選手
浅田  梨紗
（あさだ  りさ）　女
①平成3年12月27日（18歳）
②兵庫県　③清和台中学校（兵
庫県）→甲子園学院高校（兵庫
県）→立命館大学（1年）　④立
命館大学   ⑤159cm   ⑥52kg

選手
岡本  優
（おかもと  ゆう）　男
①昭和63年8月13日（22歳）
②栃木県　③陽南中学校（栃
木県）→宇都宮南高校（栃木県）
→筑波大学（4年）　④筑波大
学　⑤165cm　⑥65kg

選手
村上  和基
（むらかみ  かずき）　男
①平成元年5月19日（21歳）
②群馬県　③富岡市立南中学
校（群馬県）→前橋育英高校（群
馬県）→上武大学（3年）　④上
武大学　⑤155cm　⑥55kg

選手
坂井  丞
（さかい  しょう）　男
①平成4年8月22日（18歳）
②神奈川県　③大野南中学校
（神奈川県）→麻布大学附属渕
野辺高校（神奈川県・3年）
④麻布大学附属渕野辺高校　
⑤169cm　⑥56kg

選手
辰巳  楓佳
（たつみ  ふうか）　女
①平成5年11月22日（16歳）
②兵庫県　③光ガ丘中学校（兵
庫県）→甲子園学院高校（兵庫
県・2年）　④甲子園学院高校   
⑤153cm　⑥45kg
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Synchronized Swimming
水泳／シンクロナイズドスイミング

水
泳
／
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド
ス
イ
ミ
ン
グ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 10名 3名 13名

コーチ
花牟禮  雅美
（はなむれ  まさみ）　女
①昭和37年12月8日（47歳）
②東京都　③浦和南高校（埼
玉県）→東京家政大学　④東
京シンクロクラブ　⑧水泳上
級コーチ

コーチ
香野  まゆみ
（こうの  まゆみ）　女
①昭和37年3月26日（48歳）
②ブラジル／サンパウロ市
③共立女子高校（東京都）→共
立女子大学　④アクラブ調布   
⑧水泳上級コーチ

総務
吉田  美保
（よしだ  みほ）　女
①昭和47年3月28日（38歳）
②大阪府　③城星学園高校（大
阪府）→大阪体育大学　④井
村シンクロクラブ　⑧水泳上
級コーチ

選手
乾  友紀子
（いぬい  ゆきこ）　女
①平成2年12月4日（19歳）
②滋賀県　③近江兄弟社中学
校（滋賀県）→近江兄弟社高校
（滋賀県）→立命館大学（2年）   
④立命館大学／井村シンクロ
クラブ　⑤169cm　⑥58kg

選手
小林  千紗
（こばやし  ちさ）　女
①昭和62年12月12日（22歳）
②京都府　③烏丸中学校（京
都府）→京都文教高校（京都府）
→立命館大学　④井村シンク
ロクラブ   ⑤166cm   ⑥57kg

選手
足立  夢実
（あだち  ゆみ）　女
①平成元年2月7日（21歳）
②埼玉県　③越谷市立南中学
校（埼玉県）→浦和東高校（埼
玉県）→国士舘大学（4年）　　
④国士舘大学／東京シンクロ
クラブ　⑤159cm　⑥50kg

選手
中村  麻衣
（なかむら  まい）　女
①平成元年1月13日（21歳）
②兵庫県　③松蔭中学校（兵
庫県）→松蔭高校（兵庫県）→
神戸松蔭女子学院大学（4年）   
④神戸松蔭女子学院大学／井
村シンクロクラブ　⑤163cm   
⑥54kg

選手
糸山  真与
（いとやま  まよ）　女
①平成3年11月1日（19歳）
②茨城県　③土浦第3中学校
（茨城県）→聖徳大学付属聖徳
高校（茨城県）→日本体育大学
（1年）　④日本体育大学／ア
クラブ調布　⑤165cm
⑥56kg

選手
箱山  愛香
（はこやま  あいか）　女
①平成3年7月27日（19歳）
②長野県　③三陽中学校（長
野県）→長野日本大学高校（長
野県）→日本体育大学（1年）
④日本体育大学／アクラブ調
布　⑤174cm　⑥63kg

選手
荒井  美帆
（あらい  みほ）　女
①昭和63年9月3日（22歳）
②東京都　③東金町中学校（東
京都）→成立学園高校（東京都）
→日本大学（4年）　④日本大
学／東京シンクロクラブ　　
⑤167cm　⑥55kg

選手
杉山  美紗
（すぎやま  みさ）　女
①平成2年9月25日（20歳）
②神奈川県　③北の台中学校
（神奈川県）→松陽高校（神奈
川県）→国士舘大学（2年）　
④国士舘大学／アクラブ調布   
⑤169cm　⑥56kg

選手
吉田  胡桃
（よしだ  くるみ）　女
①平成3年12月1日（18歳）
②大阪府　③聖母被昇天学院
中学校（大阪府）→聖母被昇天
学院高校（大阪府）→追手門学
院大学（1年）　④追手門学院
大学／井村シンクロクラブ　
⑤167cm　⑥58kg
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Synchronized Swimming
水泳／シンクロナイズドスイミング

水
泳
／
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ン
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ロ
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選手
上南  侑生
（うえみなみ  ゆい）　女
①平成元年10月19日（21歳）
②大阪府　③東陽中学校（大
阪府）→四天王寺高校（大阪府）
→立命館大学（3年）　④立命
館大学／井村シンクロクラブ   
⑤165cm　⑥57kg
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Water Polo
水泳／水球

水
泳
／
水
球

男子選手 女子選手 役  員 合  計

13名 − 4名 17名

チームリーダー
髙木  英樹
（たかぎ  ひでき）　男
①昭和37年8月4日（48歳）
②岐阜県　③大垣東高校（岐
阜県）→筑波大学→筑波大学
大学院　④筑波大学　⑦専任
コーチングディレクタージュ
ニアアスリート担当

コーチ
南  隆尚
（みなみ  たかひさ）　男
①昭和41年8月10日（44歳）
②和歌山県　③桐蔭高校（和
歌山県）→筑波大学→筑波大
学大学院　④鳴門教育大学　
⑧水泳上級コーチ

コーチ
榎本  至
（えのもと  いたる）　男
①昭和42年9月17日（43歳）
②東京都　③桐朋高校（東京
都）→東京学芸大学→東京学
芸大学大学院　④鎌倉女子大
学　⑧水泳上級コーチ

トレーナー
岡田  隆
（おかだ  たかし）　男
①昭和55年1月6日（30歳）
②愛知県　③都立西高校（東
京都）→日本体育大学→東京
大学大学院　④了徳寺大学　
⑧アスレティックトレーナー

選手
青栁  勧
（あおやぎ  かん）　男
①昭和55年8月19日（30歳）
②京都府　③京都教育大学付
属京都中学校（京都府）→鳥羽
高校（京都府）→筑波大学→新
潟産業大学大学院（1年）　　
④新潟産業大学／ブルボンウ
ォーターポロ柏崎　⑤184cm   
⑥86kg

選手
永田  敏
（ながた  さとし）　男
①昭和56年2月19日（29歳）
②福岡県　③津屋崎中学校（福
岡県）→福岡高校（福岡県）→
筑波大学　④㈱ブルボン／ブ
ルボンウォーターポロ柏崎　
⑤186cm　⑥91kg

選手
塩田  義法
（しおた  よしのり）　男
①昭和57年8月12日（28歳）
②熊本県　③西山中学校（熊
本県）→熊本学園大学附属高
校（熊本県）→日本体育大学　
④ヴァスポ・ハノーファー／
全日体大   ⑤178cm   ⑥87kg

選手
長沼  敦
（ながぬま  あつし）　男
①昭和57年9月22日（28歳）
②山形県　③山形市立第五中
学校（山形県）→山形工業高校
（山形県）→日本体育大学→日
本体育大学大学院　④ペーチ
／山形シャークス　⑤180cm   
⑥83kg

選手
小林  浩司
（こばやし  こうじ）　男
①昭和57年5月8日（28歳）
②新潟県　③柏崎市立第三中
学校（新潟県）→柏崎工業高校
（新潟県）→日本体育大学
④柏崎高校／ブルボンウォー
ターポロクラブ柏崎
⑤184cm　⑥95kg

選手
筈井  翔太
（はずい  しょうた）　男
①昭和61年9月30日（24歳）
②京都府　③洛東中学校（京
都府）→府立鳥羽高校（京都府）
→早稲田大学　④ホーネッツ
／ブルボンウォーターポロク
ラブ柏崎   ⑤178cm   ⑥77kg

選手
伊禮  寛
（いれい  かん）　男
①昭和61年11月7日（24歳）
②沖縄県　③松島中学校（沖
縄県）→那覇商業高校（沖縄県）
→日本体育大学　④アール・
ケイ・トラック／ブルボンウ
ォーターポロクラブ柏崎　　
⑤178cm　⑥75kg

選手
若松  弘樹
（わかまつ  ひろき）　男
①昭和62年4月27日（23歳）
②神奈川県　③大蔵中学校（神
奈川県）→秀明英光高校（埼玉
県）→早稲田大学　④稲泳会   
⑤187cm　⑥82kg
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Water Polo
水泳／水球

水
泳
／
水
球

選手
柳瀬  彰良
（やなせ  あきら）　男
①昭和63年8月11日（22歳）
②山梨県　③玉村中学校（群
馬県）→前橋商業高校（群馬県）
→日本体育大学（4年）　④日
本体育大学／全日体大
⑤190cm　⑥93kg

選手
志水  祐介
（しみず  ゆうすけ）　男
①昭和63年9月7日（22歳）
②熊本県　③京陵中学校（熊
本県）→埼玉栄高校（埼玉県）
→筑波大学（4年）　④筑波大
学　⑤181cm　⑥90kg

選手
棚村  克行
（たなむら  かつゆき）　男
①平成元年8月3日（21歳）
②沖縄県　③明治大学付属中
野中学校（東京都）→明治大学
付属中野高校（東京都）→筑波
大学（3年）　④筑波大学
⑤184cm　⑥82kg

選手
竹井  昂司
（たけい  こうじ）　男
①平成2年7月30日（20歳）
②京都府　③修学院中学校（京
都府）→鳥羽高校（京都府）→
日本体育大学（2年）　④日本
体育大学／全日体大
⑤177cm　⑥78kg

選手
志賀  光明
（しが  みつあき）　男
①平成3年9月16日（19歳）
②群馬県　③前橋市立東中学
校（群馬県）→前橋商業高校（群
馬県）→日本体育大学（1年）　
④日本体育大学／全日体大　
⑤177cm　⑥70kg




