水泳／競泳
Swimming
監督

平井

伯昌

コーチ

梶川

悟

（かじかわ さとる） 男
①1981年7月16日（36歳）
②愛媛県 ③愛媛県立松山北
高校→早稲田大学→早稲田
大学大学院 ④早稲田大学 /
㈱大宮教育センター ⑩水泳
コーチ
コーチ

梅原

孝之

（うめはら たかゆき） 男
①1970年7月17日
（47歳）
②東京都 ③私立日本大学豊
山高校
（東京都）
→旭川大学
④㈱ジェイエスエス/JSSスイ
ミングスクール立石 ⑧専任
コーチングディレクター（特
任コーチングスタッフ）
⑩水泳上級コーチ

コーチ

草薙

健太

（くさなぎ けんた） 男
①1984年9月3日（32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
⑩水泳上級コーチ

コーチ

仙石

泰雄

（せんごく やすお） 男
①1976年11月25日（40歳）
②大阪府 ③私立攻玉社高校
（東京都）→筑波大学→筑波大
学大学院 ④筑波大学 ⑩水
泳コーチ

コーチ

横山

貴

（よこやま たかし） 男
①1980年1月26日（37歳）
②長野県 ③私立東海大学付
属第三高校（長野県）→東海大
学→東海大学大学院 ④神奈
川大学 ⑩水泳上級コーチ

女子選手

役 員

合 計

16名

16名

12名

44名

コーチ

馬場

康博

（ばば やすひろ） 男
（34歳）
①1983年2月27日
②福岡県 ③私立佐賀学園高
校（佐賀県）→筑波大学 ④新
潟医療福祉大学 ⑩水泳コー
チ

ドクター

坂口

水泳／競泳

（ひらい のりまさ） 男
①1963年5月31日（54歳）
②東京都 ③私立早稲田高校
（東京都）→早稲田大学→早稲
田大学大学院 ④東洋大学
⑧ナショナルコーチ ⑩水泳
上級教師、水泳上級コーチ

男子選手

健史

（さかぐち たけふみ） 男
（35歳）
①1982年1月9日
②愛知県 ③愛知県立半田高
校→名古屋大学 ④名古屋大
学医学系研究科整形外科
⑩スポーツドクター

トレーナー

三富

陽輔

（みとみ ようすけ） 男
（31歳）
①1985年11月7日
②新潟県 ③私立日本文理高
校（新潟県）→新潟医療福祉大
学 ④（公財）日本水泳連盟
⑩アスレティックトレーナー

トレーナー

佐々木

秀男

（ささき ひでお） 男
（48歳）
①1969年1月30日
②東京都 ③東京都立赤城台
高校→日本鍼灸理療専門学校
④（公財）日本オリンピック委
員会 ⑧アシスタントナショ
ナルコーチ
トレーナー

松浦

由生子

（まつうら ゆいこ） 女
（27歳）
①1990年4月16日
②石川県 ③富山県立富山中
部高校→広島大学→早稲田大
学大学院 ④早稲田大学スポ
ーツ科学研究科

総務

村松

さやか

（むらまつ さやか） 女
①1977年5月26日
（40歳）
②新潟県 ③新潟県立高田高
校→東洋大学 ④
（公財）
日本
水泳連盟 ⑧専任コーチング
ディレクター（トップアスリ
ート担当） ⑨ JOC-NCA 修了
者
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水泳／競泳
Swimming

選手

中村

克

水泳／競泳

（なかむら かつみ） 男
①1994年2月21日（23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
④イトマン東進 ⑤183 ㎝
⑥75㎏
選手

中尾

駿一

（なかお しゅんいち） 男
①1995年11月23日（21歳）
②岡山県 ③倉敷市立倉敷東
中学校（岡山県）→岡山県立倉
敷青陵高校→岡山大学
（4年）
④岡山大学 ⑤182㎝
⑥63㎏
選手

松元

克央

（まつもと かつひろ） 男
①1997年2月28日
（20歳）

②福島県 ③葛飾区立常盤中
学校
（東京都）
→私立千葉商科
大学付属高校
（千葉県）
→明治
大学
（3年） ④明治大学 / セン
トラルスポーツ ⑤185 ㎝
⑥84㎏

選手

坂田

怜央

（さかた れお） 男
①1996年2月1日
（21歳）

②北海道 ③帯広市立南町中
学校
（北海道）
→私立近畿大学
付属高校
（大阪府）
→近畿大学
（4年） ④近畿大学 / イトマン
スイミングクール ⑤181㎝
⑥66㎏

選手（主将）

萩野

公介

（はぎの こうすけ） 男
①1994年8月15日（23歳）
②栃木県 ③私立作新学院中
等部（栃木県）→私立作新学院
高校（栃木県）
→東洋大学
④㈱ブリヂストン ⑤177㎝
⑥71㎏
選手

陶山

周平

（すやま しゅうへい） 男
①1996年6月7日（21歳）
②山梨県 ③富士川町立増穂
中学校（山梨県）→私立山梨学
院付属高校（山梨県）→山梨学
院大学（3年） ④山梨学院大
学 ⑤182㎝ ⑥65㎏
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選手

仲家

慎吾

（なかや しんご） 男
（20歳）
①1996年9月12日
②北海道 ③調布市立第五中
学校（東京都）→私立八王子学
園八王子高校（東京都）→明治
大学（3年） ④明治大学 / アク
ラブ調布 ⑤182㎝ ⑥70㎏
選手

宇野

柊平

（うの しゅうへい） 男
（19歳）
①1997年10月25日
②大阪府 ③枚方市立中宮中
学校（大阪府）→私立桃山学院
高 校（ 大 阪 府 ）→ 中 京 大 学（2
年） ④中京大学 ⑤177㎝
⑥65㎏
選手

武良

竜也

（むら りゅうや） 男
（21歳）
①1996年7月3日
②鳥取県 ③米子市立加茂中
学校（鳥取県）→私立米子北高
校（鳥取県）→日本体育大学（3
年） ④日本体育大学
⑤173㎝ ⑥68㎏
選手

毛利

衛

（もうり まもる） 男
①1996年3月26日
（21歳）
②石川県 ③白山市立北辰中
学校
（石川県）
→私立金沢高校
（石川県）→東洋大学
（4年）
④東洋大学 / 東京マリン舎人
スイミング ⑤176㎝
⑥70㎏

選手

大久保

琳太郎

（おおくぼ りんたろう） 男
（21歳）
①1996年5月1日
②山形県 ③米沢市立第四中
学校（山形県）→私立豊川高校
（愛知県）→筑波大学（3年）
④筑波大学 ⑤170㎝
⑥68㎏
選手

小堀

勇氣

（こぼり ゆうき） 男
（23歳）
①1993年11月25日
②石川県 ③能美市立辰口中
学校（石川県）→私立金沢高校
（石川県）→日本大学 ④ミズ
ノスイムチーム ⑤183 ㎝
⑥77㎏

水泳／競泳
Swimming

選手

幌村

選手

尚

選手

瀬戸

大也

（せと だいや） 男
①1994年5月24日
（23歳）

②埼玉県 ③毛呂山町立毛呂
山中学校
（埼玉県）
→私立埼玉
栄高校
（埼玉県）
→早稲田大学
④全日本空輸㈱/JSS毛呂山ス
イミングスクール ⑤174㎝
⑥73㎏

選手

野中

大暉

（のなか たいき） 男
①1997年1月7日（20歳）
②熊本県 ③八代市立第一中
学校（熊本県）→県立八代工業
高校（熊本県）→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤178㎝ ⑥74㎏
選手

青木

陽佑

（あおき ようすけ） 男
①1993年9月29日（23歳）
②東京都 ③三鷹市立第五中
学校（東京都）→私立堀越高校
（東京都）→新潟医療福祉大学
④新潟医療福祉大学
⑤172㎝ ⑥68㎏
選手

岡野

圭穂

（おかの かほ） 女
①1996年4月21日（21歳）
②群馬県 ③群馬県立中央中
等教育学校（前期課程）→群馬
県立中央中等教育学校（後期
課程）→筑波大学（3年） ④筑
波大学 ⑤173㎝ ⑥61㎏
選手

五十嵐

千尋

（いがらし ちひろ） 女
①1995年5月24日
（22歳）
②神奈川県 ③横浜市立すす
き野中学校
（神奈川県）
→私立
日本大学付属藤沢高校
（神奈
川県）
→日本体育大学
（4年）
④日本体育大学 ⑤170 ㎝
⑥63㎏

岩本

愛結

（いわもと あゆ） 女
（20歳）
①1996年11月27日
②京都府 ③京都市立松原中
学校（京都府）→私立京都外大
西高校（京都府）→東洋大学（3
年） ④東洋大学 ⑤162㎝
⑥52㎏
選手

渡部

水泳／競泳

（ほろむら なお） 男
①1999年1月31日（18歳）
②兵庫県 ③西脇市立西脇南
中学校（兵庫県）→兵庫県立西
脇 工 業 高 校 → 早 稲 田 大 学（1
年） ④早稲田大学 ⑤168㎝
⑥68㎏

香生子

（わたなべ かなこ） 女
（20歳）
①1996年11月15日
②東京都 ③私立武蔵野中学
校（東京都）→私立武蔵野高校
（東京都）
→早稲田大学
（3年）
④早稲田大学 ⑤167㎝
⑥60㎏
選手

長谷川

鼓

（はせがわ つづみ） 女
（20歳）
①1996年10月1日
②山形県 ③鶴岡市立鶴岡第
三中学校（山形県）→山形県立
鶴岡工業高校→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤168㎝ ⑥66㎏
選手

大本

里佳

（おおもと りか） 女
①1997年5月8日
（20歳）
②京都府 ③私立立命館中学
校
（京都府）
→私立立命館高校
（京都府）→中央大学
（2年）
④中央大学 / イトマンスイミ
ングスクール ⑤172㎝
⑥58㎏

選手

森山

幸美

（もりやま ゆきみ） 女
（21歳）
①1996年8月9日
②愛知県 ③刈谷市立朝日中
学校（愛知県）→私立豊川高校
（ 愛 知 県 ）→ 日 本 体 育 大 学（3
年） ④日本体育大学
⑤162㎝ ⑥62㎏
選手

小西

杏奈

（こにし あんな） 女
（21歳）
①1996年5月10日
②兵庫県 ③明石市立望海中
学校（兵庫県）→私立豊川高校
（愛知県）→中京大学（3年）
④中京大学 ⑤159㎝
⑥52㎏
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水泳／競泳
Swimming

選手

大橋

悠依

水泳／競泳

（おおはし ゆい） 女
①1995年10月18日（21歳）
②滋賀県 ③彦根市立東中学
校（滋賀県）→滋賀県立草津東
高校→東洋大学（4年） ④東
洋大学 ⑤173㎝ ⑥54㎏

選手

後藤

真由子

（ごとう まゆこ） 女
①1995年7月13日（22歳）
②愛知県 ③名古屋市立港南
中学校（愛知県）→私立中京大
学付属中京高校（愛知県）→神
奈川大学（4年） ④神奈川大
学 ⑤168㎝ ⑥56㎏
選手

青木

玲緒樹

（あおき れおな） 女
①1995年2月24日（22歳）
②東京都 ③私立武蔵野中学
校（東京都）→私立武蔵野高校
（東京都）→東洋大学 ④ミキ
ハウス ⑤168㎝ ⑥56㎏

選手

平山

友貴奈

（ひらやま ゆきな） 女
①1995年12月19日（21歳）
②千葉県 ③香取市立小見川
中学校（千葉県）→私立鹿島学
園高校（茨城県）→筑波大学（4
年） ④筑波大学 ⑤170㎝
⑥56㎏
選手

金子

喜恵

（かねこ きえ） 女
①1997年6月17日（20歳）
②神奈川県 ③町田市立小山
田中学校（神奈川県）→私立日
本大学藤沢高校（神奈川県）→
日本体育大学（2年） ④日本
体育大学 ⑤152㎝ ⑥49㎏
選手

寺村

美穂

（てらむら みほ） 女
①1994年9月27日（22歳）
②千葉県 ③流山市立東部中
学校（千葉県）→私立千葉商科
大学付属高校（千葉県）→日本
大学 ④セントラルスポーツ
⑤165㎝ ⑥53㎏
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選手

露内

若葉

（つゆうち わかば） 女
（22歳）
①1995年5月14日
②京都府 ③京田辺市立培良
中学校（京都府）→私立京都外
大西高校（京都府）→東洋大学
（4年） ④東洋大学
⑤165㎝ ⑥56㎏
選手

新倉

みなみ

（にいくら みなみ） 女
（19歳）
①1998年3月2日
②東京都 ③台東区立桜橋中
学校（東京都）→私立東京立正
高校
（東京都）
→明治大学
④セントラルフィットネスク
ラブ目黒 ⑤164㎝ ⑥59㎏

