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Swimming
水泳／競泳 男子選手 女子選手 役  員 合  計

25名 13名 14名 52名

チームリーダー
坂元　要
（さかもと　かなめ）　男
①昭和30年7月28日（58歳）
②鹿児島県　③私立鹿児島実
業高校（鹿児島県）→法政大学
④㈱日本水泳振興会

ドクター
奥田　鉄人
（おくだ　てつひと）　男
①昭和45年6月12日（43歳）
②石川県　③県立金沢西高校
（石川県）→金沢医科大学→金
沢医科大学大学院　④金沢医
科大学　⑧スポーツドクター

コーチ
田中　孝夫
（たなか　たかお）　男
①昭和23年7月1日（65歳）
②熊本県　③県立諫早商業高
校（長崎県）→明治大学　④鹿
屋体育大学　⑦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
久世　由美子
（くぜ　ゆみこ）　女
①昭和22年1月29日（66歳）
②熊本県　③私立筑紫女学園
高校（福岡県）　④（公財）日本
オリンピック委員会　⑦アシ
スタントナショナルコーチ　
⑧水泳上級コーチ

コーチ
草薙　健太
（くさなぎ　けんた）　男
①昭和59年9月3日（29歳）
②北海道　③私立沼津学園高
校（静岡県）→中京大学→中京
大学大学院　④中京大学　
⑧水泳上級コーチ

コーチ
深川　聖史
（ふかがわ　まさし）　男
①昭和54年12月7日（33歳）
②鹿児島県　③私立佐賀学園
高校（佐賀県）　④防衛省陸上
自衛隊体育学校　⑧水泳コー
チ

コーチ
奥野　景介
（おくの　けいすけ）　男
①昭和40年12月9日（47歳）
②岡山県　③私立広島県瀬戸
内高校（広島県）→早稲田大学
→順天堂大学大学院　④早稲
田大学スポーツ科学学術院　
⑧水泳教師、水泳上級コーチ

コーチ
川原　歩
（かわはら　あゆみ）　男
①昭和39年4月7日（49歳）
②東京都　③私立日本大学鶴
ヶ丘高校（東京都）→日本大学
④セントラルスポーツ㈱　
⑧水泳上級コーチ

コーチ
磯田　一宏
（いそだ　かずひろ）　男
①昭和52年8月7日（36歳）
②愛知県　③県立小坂井高校
（愛知県）→名古屋YMCA学院
④スポーツクラブ＆スパルネ
サンス曳舟　⑧水泳上級コー
チ

トレーナー
越智　香菜子
（おち　かなこ）　女
①昭和62年4月26日（26歳）
②東京都　③県立海老名高校
（神奈川県）→岩崎学園横浜リ
ハビリテーション専門学校　
④稲毛整形外科

トレーナー
 濱中　康治
（はまなか　こうじ）　男
①昭和54年12月24日（33歳）
②三重県　③県立木本高校
（三重県）→国際医療福祉大学
→国際医療福祉大学大学院　
④東京厚生年金病院　⑧アス
レティックトレーナー

トレーナー
栗木　明裕
（くりき　あきひろ）　男
①昭和49年1月29日（39歳）
②福岡県　③県立明善高校
（福岡県）→筑波大学→福岡大
学大学院　④福岡大学　⑧ア
スレティックトレーナー
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トレーナー
杉本　啓
（すぎもと　さとる）　男
①昭和60年10月5日（28歳）
②神奈川県　③私立日本大学
鶴ヶ丘高校（東京都）→日本大
学→東京メディカルスポーツ
専門学校　④㈱サンイリオス
インターナショナル　⑧アス
レティックトレーナー

総務
金子　沙弥佳
（かねこ　さやか）　女
①平成元年10月18日（23歳）
②東京都　③成城学園高校
（東京都）→成城大学　④（公
財）日本オリンピック委員会
⑦専任コーチングディレクタ
ー（NTC担当）

選手
川内　勇輝
（かわち　ゆうき）　男
①昭和61年4月19日（27歳）
②福岡県　③みやこ町立勝山
中学校（福岡県）→私立九州産
業大学付属九州高校（福岡県）
→福岡大学　④自衛隊体育学
校　⑤173cm　⑥72kg

選手
伊藤　真
（いとう　まこと）　男
①昭和61年2月27日（27歳）
②東京都　③北区立田端中学
校（東京都）→私立本郷高校
（東京都）→明治大学　④ミズ
ノ㈱　⑤190cm　⑥85kg

選手
江原　騎士
（えはら　ないと）　男
①平成5年7月30日（20歳）
②山梨県　③甲府市立富竹中
学校（山梨県）→私立山梨学院
大学付属高校（山梨県）→山梨
学院大学（2年）　④山梨学院
大学　⑤171cm　⑥57kg

選手
竹田　渉瑚
（たけだ　しょうご）　男
①平成7年1月1日（18歳）
②富山県　③富山市立北部中
学校（富山県）→県立富山北部
高校（富山県）→法政大学（1
年）　④コナミスポーツクラ
ブ　⑤174cm　⑥60kg

選手
長谷川　純矢
（はせがわ　じゅんや）　男
①平成5年12月13日（19歳）
②静岡県　③私立静岡大学教
育学部附属島田中学校（静岡
県）→県立島田高校（静岡県）
→中京大学（2年）　④中京大
学　⑤179cm　⑥69kg

選手
白井　裕樹
（しらい　ゆうき）　男
①平成元年10月17日（23歳）
②兵庫県　③宝塚市立中学校
（兵庫県）→県立宝塚北高校
（兵庫県）→中京大学　④ミズ
ノ㈱　⑤175cm　⑥78kg

選手
橋爪　久司
（はしづめ　ひさし）　男
①平成4年2月26日（21歳）
②兵庫県　③神戸市立櫨谷中
学校（兵庫県）→私立洛南高校
（京都府）→中京大学（4年）　
④中京大学　⑤172cm　
⑥64kg

選手
砂間　敬太
（すなま　けいた）　男
①平成7年5月8日（18歳）
②奈良県　③大和郡山市立郡
山中学校（奈良県）→私立天理
高校（奈良県）（3年）　④天理
高校　⑤179cm　⑥75kg

選手
岡﨑　晃一郎
（おかざき　こういちろう）　男
①昭和61年9月30日（27歳）
②福岡県　③行橋市立行橋中
学校（福岡県）→県立小倉南高
校（福岡県）→筑波大学　④自
衛隊体育学校　⑤175cm　
⑥75kg

選手
小関　也朱篤
（こせき　やすひろ）　男
①平成4年3月14日（21歳）
②山形県　③鶴岡市立第四中
学校（山形県）→私立羽黒学園
羽黒高校（山形県）→日本体育
大学（4年）　④日本体育大学
⑤188cm　⑥82kg
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選手
野村　陵太
（のむら　りょうた）　男
①昭和63年5月26日（25歳）
②岐阜県　③大野町立中小学
校（岐阜県）→県立大垣商業高
校（岐阜県）→岐阜聖徳学園大
学　④大垣北スイミングスク
ール　⑤171cm　⑥56kg

選手
大川　孝明
（おおかわ　たかあき）　男
①平成4年4月15日（21歳）
②茨城県　③鹿嶋市立鹿野中
学校（茨城県）→私立鹿島学園
高校（茨城県）→中京大学（3
年）　④中京大学　⑤177cm
⑥67kg

選手
髙安　亮
（たかやす　りょう）　男
①昭和56年7月19日（32歳）
②神奈川県　③川崎市立野川
中学校（神奈川県）→私立法政
大学第二高校（神奈川県）→筑
波大学　④㈱コナミスポーツ
＆ライフ　⑤177cm　
⑥71kg

選手
梅本　雅之
（うめもと　まさゆき）　男
①平成6年1月1日（19歳）
②東京都　③八王子市立打越
中学校（東京都）→私立慶應義
塾高校（神奈川県）→慶應義塾
大学（2年）　④慶應義塾大学
⑤168cm　⑥58kg

選手
河本　耕平
（かわもと　こうへい）　男
①昭和54年10月6日（34歳）
②新潟県　③長岡市立宮内中
学校（新潟県）→私立中越高校
（新潟県）→中央大学　④㈱日
産サティオ新潟西　⑤177cm
⑥70kg

選手
深谷　皇
（ふかや　こう）　男
①平成3年9月4日（22歳）
②愛知県　③刈谷市立富士松
中学校（愛知県）→県立知立東
高校（愛知県）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学　
⑤175cm　⑥70kg

選手
木村　勇太
（きむら　ゆうた）　男
①平成3年11月5日（21歳）
②大阪府　③八尾市立上之島
中学校（大阪府）→私立近畿大
学附属高校（大阪府）→近畿大
学（4年）　④近畿大学／イト
マンスイミングスクール　
⑤176cm　⑥66kg

選手
髙桑　健
（たかくわ　けん）　男
①昭和60年3月25日（28歳）
②静岡県　③裾野市立東中学
校（静岡県）→私立日本大学三
島高校（静岡県）→鹿屋体育大
学　④自衛隊体育学校　
⑤176cm　⑥83kg

選手
藤森　太将
（ふじもり　ひろまさ）　男
①平成3年8月7日（22歳）
②神奈川県　③横浜市立田奈
中学校（神奈川県）→私立飛龍
高校（静岡県）→日本体育大学
（4年）　④日本体育大学　
⑤176cm　⑥68kg

選手
藤森　丈晴
（ふじもり　たけはる）　男
①平成6年2月17日（19歳）
②神奈川県　③横浜市立田奈
中学校（神奈川県）→私立飛龍
高校（静岡県）→日本体育大学
（2年）　④日本体育大学　
⑤167cm　⑥62kg

選手
中村　克
（なかむら　かつみ）　男
①平成6年2月21日（19歳）
②東京都　③足立区立第十四
中学校（東京都）→私立武蔵野
高校（東京都）→早稲田大学（2
年）　④早稲田大学　
⑤182cm　⑥72kg

選手
箕成　貴之
（みなり　たかゆき）　男
①昭和62年6月13日（26歳）
②大阪府　③名張市立桔梗が
丘中学校（三重県）→県立名張
桔梗が丘高校（三重県）→中京
大学　④JFE京浜　⑤178cm
⑥79kg
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選手
鍵矢　遥菜
（かぎや　はるな）　女
①平成6年3月18日（19歳）
②神奈川県　③秦野市立西中
学校（神奈川県）→県立小田原
高校（神奈川県）→慶應義塾大
学（2年）　④慶應義塾大学／
チャンピオンスイムクラブ　
⑤162cm　⑥60kg

選手
諸貫　瑛美
（もろぬき　えみ）　女
①平成4年10月22日（20歳）
②群馬県　③館林市立第二中
学校（群馬県）→私立春日部共
栄高校（埼玉県）→筑波大学（3
年）　④筑波大学　⑤164cm
⑥58kg

選手
川除　結花
（かわよけ　ゆか）　女
①平成5年6月15日（20歳）
②愛知県　③春日井市立柏原
中学校（愛知県）→私立中京大
学附属中京高校（愛知県）→日
本体育大学（2年）　④日本体
育大学　⑤166cm　⑥60kg

選手
浜野　麻綾
（はまの　まや）　女
①平成5年7月7日（20歳）
②埼玉県　③川口市立戸塚西
中学校（埼玉県）→私立武南高
校（埼玉県）→法政大学（2年）
④法政大学　⑤159cm　
⑥50kg

選手
茂木　美桜
（もてぎ　みお）　女
①平成6年3月21日（19歳）
②千葉県　③千葉市立越智中
学校（千葉県）→私立東海大学
付属浦安高校（千葉県）→法政
大学（2年）　④法政大学／ス
ポーツクラブ＆スパルネサン
ス曳舟　⑤167cm　⑥57kg

選手
今井　月
（いまい　るな）　女
①平成12年8月15日（13歳）
②岐阜県　③岐阜市立岐阜西
中学校（岐阜県）（1年）　
④岐阜西中学校／本巣スイミ
ングスクール　⑤153cm　
⑥40kg

選手
石橋　千彰
（いしばし　ちあき）　男
①平成3年6月22日（22歳）
②福岡県　③福岡市立長尾中
学校（福岡県）→私立東福岡高
校（福岡県）→中央大学（4年）
④中央大学　⑤168cm　
⑥67kg

選手
丸山　徹
（まるやま　とおる）　男
①平成7年11月4日（17歳）
②埼玉県　③伊奈町立伊奈中
学校（埼玉県）→私立春日部共
栄高校（埼玉県）（3年）　
④春日部共栄高校／スウィン
埼玉スイミングスクール　
⑤170cm　⑥66kg

選手
河又　祐吾
（かわまた　ゆうご）　男
①平成4年9月21日（21歳）
②神奈川県　③川崎市立西中
原中学校（神奈川県）→川崎市
立橘高校（神奈川県）→東洋大
学（3年）　④東洋大学／セン
トラルフィットネスクラブ目
黒　⑤180cm　⑥79kg

選手
吾郷　みさき
（あごう　みさき）　女
①平成4年12月14日（20歳）
②大阪府　③東大阪市立上小
坂中学校（大阪府）→私立近畿
大学付属高校（大阪府）→関西
大学（3年）　④関西大学／イ
トマンスイミングスクール　
⑤170cm　⑥63kg

選手
山﨑　美里
（やまざき　みさと）　女
①平成3年12月20日（21歳）
②東京都　③私立目白学園中
学校（東京都）→私立東京立正
高校（東京都）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学／セント
ラルフィットネスクラブ目黒
⑤163cm　⑥54kg

選手
地田　麻未
（ちだ　あさみ）　女
①平成5年12月28日（19歳）
②東京都　③足立区立第14中
学校（東京都）→都立隅田川高
校（東京都）→東洋大学（2年）　
④東洋大学／東京スイミング
センター　⑤163cm　⑥54kg
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選手／旗手
加藤　ゆか
（かとう　ゆか）　女
①昭和61年10月30日（26歳）
②愛知県　③私立桜丘中学校
（愛知県）→私立桜丘高校（愛
知県）→山梨学院大学　④東
京スイミングセンター　
⑤158cm　⑥53kg

選手
小林　奈央
（こばやし　なお）　女
①平成5年10月27日（19歳）
②大阪府　③堺市立美木多中
学校（大阪府）→私立羽衣学園
高校（大阪府）→大阪教育大学
（2年）　④大阪教育大学／初
芝スイミングスクール　
⑤170cm　⑥61kg

選手
藤田　湖奈
（ふじた　こな）　女
①平成4年6月8日（21歳）
②宮城県　③東大阪市立上小
阪中学校（大阪府）→私立聖和
学園高校（大阪府）→鹿屋体育
大学（3年）　④鹿屋体育大学
⑤162cm　⑥59kg

選手
清水　咲子
（しみず　さきこ）　女
①平成4年4月20日（21歳）
②栃木県　③大田原市立湯津
上中学校（栃木県）→私立作新
学院高校（栃木県）→日本体育
大学（3年）　④日本体育大学
⑤155cm　⑥50kg


