水泳／水球【男子】
Water Polo (Men)
チームリーダー

南

隆尚

水泳／水球【男子】

（みなみ たかひさ） 男
①1966年8月10日
（51歳）
②和歌山県 ③和歌山県立桐
蔭高校→筑波大学→筑波大学
大学院 ④鳴門教育大学
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

監督

中嶋

崇光

（なかしま たかみつ） 男
①1972年12月10日（44歳）
②福岡県 ③福岡県立福岡工
業高校→日本体育大学 ④日
本体育大学 ⑩水泳上級コー
チ

コーチ

塩田

義法

（しおた よしのり） 男
①1982年8月12日
（35歳）
②鹿児島県 ③私立熊本学園
大学付属高校
（熊本県）
→日本
体育大学→日本体育大学大学
院 ④日本体育大学 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

トレーナー

小菅

亨

（こすげ とおる） 男
①1990年8月11日（27歳）
②千葉県 ③千葉県立幕張総
合高校→了徳寺大学→順天堂
大学大学院 ④日本体育大学

選手

福島

丈貴

（ふくしま ともよし） 男
①1993年6月3日
（24歳）
②鹿児島県 ③鹿児島市立谷
山中学校
（鹿児島県）
→鹿児島
県立鹿児島南高校→日本体育
大学 ④東京ガスライフバル
保谷㈱/King Fisher 74
⑤178㎝ ⑥74㎏

選手

飯田

純士

（いいだ あつと） 男
①1993年12月24日
（23歳）
②静岡県 ③青森市立三内中
学校
（青森県）
→青森県立青森
商業高校→日本体育大学
④東京ガスエスネット㈱/
King Fisher 74 ⑤181 ㎝
⑥85㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

13名

ー

4名

17名

選手

荒井

陸

（あらい あつし） 男
①1994年2月3日
（23歳）
②神奈川県 ③川崎市立西高
津中学校
（神奈川県）
→私立秀
明英光高校
（埼玉県）
→日本体
育大学 ④㈱プラザハウス /
King Fisher 74 ⑤168 ㎝
⑥63㎏

選手

足立

聖弥

（あだち せいや） 男
（22歳）
①1995年6月24日
②岐阜県 ③各務原市立中央
中学校（岐阜県）→私立秀明英
光高校（埼玉県）→日本体育大
学（4年） ④日本体育大学
⑤172㎝ ⑥75㎏
選手

吉田

拓馬

（よしだ たくま） 男
①1994年10月11日
（22歳）
②滋賀県 ③長浜市立浅井中
学校
（滋賀県）
→滋賀県立長浜
北星高校→日本体育大学
④東京ガスクリエイティブ㈱
/King Fisher 74 ⑤172㎝
⑥75㎏

選手

荒木

健太

（あらき けんた） 男
（22歳）
①1995年4月6日
②福岡県 ③国立福岡教育大
学附属福岡中学校（福岡県）→
福岡県立福岡工業高校→日本
体育大学（4年） ④日本体育
大学 ⑤186㎝ ⑥92㎏
選手

高田

充

（たかた みつる） 男
（21歳）
①1995年12月8日
②広島県 ③広島市立宇品中
学校（広島県）→私立関西高校
（ 岡 山 県 ）→ 日 本 体 育 大 学（4
年） ④日本体育大学
⑤181㎝ ⑥84㎏
選手

川本

周磨

（かわもと しゅうま） 男
（21歳）
①1996年4月23日
②石川県 ③白山市立松任中
学校（石川県）→金沢市立工業
高校（石川県）→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤175㎝ ⑥75㎏

水泳／水球【男子】
Water Polo (Men)

選手

稲場

航平

選手

伊達

水泳／水球【男子】

（いなば こうへい） 男
①1996年1月27日（21歳）
②富山県 ③富山市立堀川中
学校（富山県）→富山県立富山
北部高校→筑波大学（4年）
④筑波大学 ⑤177㎝
⑥80㎏

清武

（だて きよむ） 男
①1997年4月9日（20歳）
②大阪府 ③さいたま市立与
野西中学校（埼玉県）→私立埼
玉栄高校（埼玉県）→日本体育
大学（2年） ④日本体育大学
⑤173㎝ ⑥70㎏
選手

大本

航生

（おおもと かずき） 男
①1996年9月17日（20歳）
②京都府 ③京都市立花山中
学校（京都府）→京都府立鳥羽
高校→筑波大学（3年） ④筑
波大学 ⑤181㎝ ⑥90㎏

選手

コップ 晴紀イラリオ

（コップ はるきイラリオ） 男
①1998年12月28日（18歳）
②京都府 ③時津市立時津中
学校（長崎県）→私立秀明英光
高校（埼玉県）→日本体育大学
（1年） ④日本体育大学
⑤184㎝ ⑥80㎏
選手

橋本

一輝

（はしもと かずき） 男
①1996年4月3日（21歳）
②大阪府 ③豊中市立第十中
学校（大阪府）→金沢市立工業
高校（石川県）→日本体育大学
（3年） ④日本体育大学
⑤182㎝ ⑥85㎏
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水泳／水球【女子】
Water Polo (Women)
監督

加藤

英雄

（かとう ひでお） 男
①1960年12月8日（56歳）
②埼玉県 ③埼玉県立川口高
校→筑波大学 ④秀明大学
⑩水泳上級コーチ
水泳／水球【女子】

コーチ

大井

恵滋

（おおい けいじ） 男
①1972年6月17日
（45歳）
②東京都 ③私立埼玉栄高校
→日本体育大学 ④学校法人
佐藤栄学園栄東高校 ⑧専任
コーチングディレクター（ジ
ュニアアスリート担当）
⑩水泳上級コーチ

総務

渡邉

泰典

（わたなべ やすのり） 男
①1985年10月19日（31歳）
②和歌山県 ③京都府立鳥羽
高校→筑波大学→筑波大学大
学院 ④仙台大学 ⑩水泳上
級コーチ

選手

青木

美友

（あおき みゆう） 女
①1993年7月8日（24歳）
②東京都 ③江東区立深川第
三中学校（東京都）→私立藤村
女子高校（東京都）→東京女子
体育大学 ④㈱オーエンス /
藤村 ⑤171㎝ ⑥59㎏
選手

鈴木

琴莉

（すずき ことり） 女
①1996年12月8日（20歳）
②山形県 ③山形市立第一中
学校（山形県）→私立秀明英光
高 校（ 埼 玉 県 ）→ 秀 明 大 学（3
年） ④秀明大学 ⑤165㎝
⑥54㎏
選手

坂上

千明

（さかのうえ ちあき） 女
①1996年6月5日（21歳）
②高知県 ③千葉市立磯辺第
二中学校（千葉県）→千葉県立
幕 張 総 合 高 校 → 秀 明 大 学（3
年） ④秀明大学 ⑤166㎝
⑥58㎏
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男子選手

女子選手

役 員

合 計

ー

13名

3名

16名

選手

野呂

美咲季

（のろ みさき） 女
（21歳）
①1996年4月12日
②神奈川県 ③船橋市高根台
中学校（千葉県）→私立千葉敬
愛高校（千葉県）→秀明大学（3
年） ④秀明大学 ⑤158㎝
⑥54㎏
選手

新澤

由貴

（にいざわ ゆき） 女
（20歳）
①1997年2月13日
②山口県 ③明石市立衣川中
学校（兵庫県）→兵庫県立明石
西高校→日本体育大学
（3年）
④日本体育大学 ⑤159 ㎝
⑥53㎏
選手

稲場

朱里

（いなば あかり） 女
（19歳）
①1998年2月2日
②富山県 ③富山市立堀川中
学校（富山県）→私立秀明英光
高 校（ 埼 玉 県 ）→ 秀 明 大 学（2
年） ④秀明大学 ⑤164㎝
⑥57㎏
選手

細谷

香奈

（ほそや かな） 女
①1994年10月13日
（22歳）
②山形県 ③山形市立金井中
学校
（山形県）
→山形県立山形
工業高校→日本体育大学
④CNCグループ㈱コスモネッ
ト/日体クラブ ⑤160㎝
⑥56㎏

選手

山本

実乃里

（やまもと みのり） 女
（19歳）
①1997年10月14日
②京都府 ③京都市立洛北中
学（京都府）→私立秀明英光高
校
（埼玉県）
→秀明大学
（2年）
④秀明大学 ⑤157㎝
⑥75㎏
選手

徳用

万里奈

（とくもと まりな） 女
（21歳）
①1996年2月2日
②石川県 ③白山市立松任中
学校（石川県）→私立秀明英光
高校（埼玉県）→早稲田大学（4
年） ④早稲田大学 ⑤164㎝
⑥56㎏

水泳／水球【女子】
Water Polo (Women)

選手

有馬

優美

選手

齊藤

水泳／水球【女子】

（ありま ゆうみ） 女
①1997年9月9日
（19歳）
②鹿児島県 ③鹿児島市立東
谷山中学校
（鹿児島県）
→私立
鹿児島情報高校
（鹿児島県）
→
東京女子体育大学
（2年）
④東京女子体育大学
⑤173㎝ ⑥71㎏

葵

（さいとう あをい） 女
①1995年6月25日（22歳）
②茨城県 ③つくば市立竹園
東中学校（茨城県）→茨城県立
竹園高校→筑波大学（4年）
④筑波大学 ⑤164㎝
⑥62㎏
選手

風間

祐李

（かざま ゆり） 女
①1996年10月3日（20歳）
②埼玉県 ③川口市立東中学
校（埼玉県）→私立秀明英光高
校（埼玉県）
→秀明大学
（3年）
④秀明大学 ⑤160㎝
⑥59㎏
選手

塩谷

南美

（しおや みなみ） 女
①1997年7月27日（20歳）
②京都府 ③京都市立下京中
学校（京都府）→私立秀明英光
高 校（ 埼 玉 県 ）→ 秀 明 大 学（2
年） ④秀明大学 ⑤173㎝
⑥65㎏
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