
大会名 種目 順位 記録

競泳 矢島　優也 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 ユニバーシアード大会 ２００ｍバタフライ ２位 １－５５－７３

（やじま　ゆうや） 明治大学１年 全国JO春季大会（短） ２００ｍバタフライ 優勝 １－５３－９８

４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３５－６４

競泳 大木　賢二 男 スウィン大宮SS 矢島　優也

（おおき　けんじ）

大会名 種目 順位 記録

競泳 瀬戸　大也 男 JSS毛呂山SS 梅原　孝之 世界選手権 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４－０８－５０

（せと　だいや） 早稲田大学３年 （２連覇）

日本選手権 ２００ｍバタフライ 優勝 １－５４－６３

ジャパンオープン ２００ｍバタフライ 優勝 １－５４－４６

２００ｍ個人メドレー １－５７－６３

４００ｍ個人メドレー 優勝 ４－１０－０４

国民体育大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 １－５８－２１

（大会新）

大会名 種目 順位 記録

競泳 古賀　淳也 男 第一三共株式会社 宮尾　康寿 日本選手権 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２４－７５

（こが　じゅんや） 埼玉スウィンSS ジャパンオープン 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２４－７３

国民体育大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５３－６８

２００ｍフリーリレー 優勝 １－２９－７３

宮本　陽輔 男 自衛隊体育学校 本崎　智久 日本選手権 ８００ｍ自由形 優勝 ７－５３－０５

（みやもと　ようすけ） ワールドカップ東京大会 ４００ｍ自由形 優勝 ３－４９－６８

１５００ｍ自由形 ３位 １５－２０－６９

原田　蘭丸 男 自衛隊体育学校 小泉　渓 国民体育大会 ２００ｍフリーリレー 優勝 １－２９－７３

（はらだ　らんまる）

川内　優輝 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 国民体育大会 ２００ｍフリーリレー 優勝 １－２９－７３

（かわち　ゆうき）

渡辺　耶唯 女 自衛隊体育学校 小泉　渓 日本実業団大会 ２００ｍ自由形 優勝 ２－１２－８３

（わたなべ　やい）

松井　浩亮 男 新潟医療福祉大学 下山　好充 国民体育大会 ２００ｍフリーリレー 優勝 １－２９－７３

（まつい　こうすけ）

内藤　良太 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 全国JO夏季大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５６－８１

（ないとう　りょうた） 埼玉栄高校３年 国民体育大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４２－６８

全国JO春季大会（短） ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３５－６４

松本　輝 男 スウィン春日部SS 石森　昌治 日本高校選手権 ４００ｍ自由形 優勝 ３－５２－９６

（まつもと　ひかる） 春日部共栄高校３年 １５００ｍ自由形 優勝 １５－２２－８７

全国JO春季大会（短） ４００ｍ自由形 優勝 ３－４７－３２

１５００ｍ自由形 優勝 １５－０３－１７

全国JO夏季大会 ４００ｍ自由形 優勝 ３－５４－０９

氏　　名 性 所属 担当コーチ
成績

＜優秀選手賞＞　１３７名

種目

＜特別賞＞　１名

種目 担当コーチ
成　　績

氏　　名 性 所　　属

＜最優秀指導者賞＞　１名

種目 氏　　名 性 所　　属 担当選手

平成２７年度  （一社）埼玉県水泳連盟表彰　受賞者一覧

＜最優秀選手賞＞　１名

種目 氏　　名 性 所　　属 担当コーチ
成　　績



大会名 種目 順位 記録

戸澤　潤也 男 県立浦和高校３年 菊地　優作 全国JO夏季大会 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １－０２－１０

（とざわ　じゅんや） ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－１３－７３

（最優秀選手賞）

国民体育大会 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－１２－５２

４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４２－６８

石森　瑞奈 女 スウィン大教SS 中原　葵 全国JO春季大会（短） １００ｍ自由形 優勝 ５５－０３

（いしもり　みずな） 埼玉栄高校３年 ２００ｍ自由形 優勝 １－５７－８９

日本高校選手権 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－４８－２４

４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－１０－８４

荻野　剛 男 戸田市ＳＰＣ 平野　武司 国民体育大会 　５０ｍ自由形 優勝 ２３－１９

（おぎの　ごう） 武南高校３年 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４２－６８

小島　稔生 男 スウィン大教ＳＳ 小黒　裕二 全国JO夏季大会 １００ｍ自由形 優勝 ５１－０４

（こじま　としき） 春日部共栄高校３年

本庄　智貴 男 JSS毛呂山SS 齊藤　友明 全国JO夏季大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－０３－９３

（ほんじょう　ともき） 埼玉栄高校２年 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４－２１－２４

赤羽根　康太 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 全国JO春季大会（短） ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３５－６４

（あかはね　こうた） 春日部共栄高校２年 国民体育大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４２－６８

佐藤　千夏 女 スウィン大教SS蓮田 原田　良勝 全国JO春季大会（短） ４００ｍ自由形 優勝 ４－０５－４５

（さとう　ちなつ） 埼玉栄高校１年 （短水路中学新）

８００m自由形 優勝 ８－２３－１９

（短水路中学新）

日本選手権 ８００m自由形 優勝 ８－３３－７１

日本高校選手権 ４００ｍ自由形 優勝 ４－１１－０６

（大会新）

８００m自由形 優勝 ８－３６－２４

（大会新）

４００ｍフリーリレー 優勝 ３－４８－２４

国民体育大会 ４００ｍ自由形 優勝 ４－１２－６５

宮本　一平 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 世界ジュニア選手権 ２００ｍ平泳ぎ ３位 ２－１１－５９

（みやもと　いっぺい） 埼玉栄高校１年 全国JO春季大会（短） ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－０７－２２

（大会新）

４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３５－６４

日本高校選手権 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １－０１－９１

２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－１１－６２

国民体育大会 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １－０２－２９

４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４６－９８

柴田　夏海 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ自由形 優勝 ２５－６３

（しばた　なつみ） 埼玉栄高校１年 １００ｍ自由形 優勝 ５５－４６

日本高校選手権 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－４８－２４

４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－１０－８４

田中　航希 男 スウィン南越谷SS 栗田　朋美 全国JO春季大会（短） ４００ｍ自由形 優勝 ３－４９－４８

（たなか　こうき） 春日部共栄高校１年

横田　早桜 女 スウィン大宮SS西校 野﨑　進一 全国JO春季大会（短） ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－２２－６５

（よこた　さお） 春日部共栄高校１年 （大会新）

２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－１１－１８

石井　瑛章 男 埼玉スウィンSS熊谷 武井　暢也 国民体育大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－０３－７５

（いしい　てるあき） 花咲徳栄高校１年 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４６－９８

高田　悠生 男 栄東高校１年 丸　光弘 国民体育大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４６－９８

（たかだ　はるき）

伊藤　若菜 女 金町SＣ 本多　訓子 日本高校選手権 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－４８－２４

（いとう　わかな） 埼玉栄高校１年

競泳

種目 氏　　名 性 所属 担当コーチ
成績



大会名 種目 順位 記録

細川　琴江 女 コナミSC北浦和 山口　高広 日本高校選手権 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－１０－８４

（ほそかわ　ことえ） 埼玉栄高校１年

守　萌々子 女 コナミSC北浦和 山口　高広 日本高校選手権 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－１０－８４

（もり　ももこ） 埼玉栄高校１年

石井　健聖 男 埼玉スウィンSS 山田　裕一 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ自由形 優勝 ２３－０６

（いしい　けんせい） 東松山市東中３年 （大会新）

全国中学校 　５０ｍ自由形 優勝 ２４－１１

宮坂　倖乃 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３０－６０

（みやさか　ゆきの）

（短水路中学新）

山本　雄太 男 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO夏季大会 ２００ｍバタフライ 優勝 ２－０３－５２

（やまもと　ゆうた）

石橋　怜悟 男 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO夏季大会 １００ｍバタフライ 優勝 ５４－９７

（いしばし　れいご） ２００ｍバタフライ 優勝 １－５９－０５

酒井　夏海 女 スウィン南越谷SS 渡部　信 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２７－２７

（さかい　なつみ） （短水路中学新）

１００ｍ背泳ぎ 優勝 ５８ー４５

２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２－０５－７８

日本選手権 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２８－５５

（中学新）

全国中学校 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １－０１ー８６

２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２－１２－２３

ジャパンオープン ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２－１０－８０

ワールドカップ東京大会 ２００ｍ背泳ぎ ３位 ２－１０－７３

熊澤　将大 男 スウィン東松山SS 小野川　隆 全国JO夏季大会 　５０ｍ自由形 優勝 ２４－１８

（くまざわ　しょうた）
東松山市北中学校２
年

林　太陽 男 スウィン東光SS 原沢　剛 全国JO夏季大会 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １－０４－７０

（はやし　たいよう）

平原　ここの 女 スウィン南越谷SS 渡部　信 全国JO春季大会（短） ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－１５－６５

（ひらはら　ここの）
越谷市富士中学校１
年

全国JO夏季大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－１９－７０

１００ｍ自由形 優勝 ５８－５３

増田　聖乃 女 スウィン大教SS 山本　太一 全国JO夏季大会 ２００ｍ自由形 優勝

（ますだ　せいの）
蓮田市黒浜中学校１
年

松本　菜美 女 スウィン大教SS大宮東 小黒　裕二 全国JO春季大会（短） ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－５１－２６

（まつもと　なみ）
上尾市瓦葺中学校３
年

中村　天音 女 スウィン大教SS大宮東 小黒　裕二 全国JO春季大会（短） ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－５１－２６

（なかむら　あまね）

斉藤　祐奈 女 スウィン大教SS大宮東 小黒　裕二 全国JO春季大会（短） ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－５１－２６

（さいとう　ゆうな）

宇賀　若菜 女 スウィン大教SS大宮東 小黒　裕二 全国JO春季大会（短） ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－５１－２６

（うが　わかな）

坂本　樹 男 協栄SC深谷 渡部　功一 全国JO夏季大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２９－２０

（さかもと　たつき） 深谷上柴中学校１年

競泳

さいたま市大砂土中
学校２年

さいたま市城北中学
校３年

川口市上青木中学校
２年

さいたま市大砂土中
学校３年

性 所属

さいたま市土合中学
校２年

さいたま市常盤中学
校３年

埼玉大学教育学部付
属中学校３年

さいたま市与野南中
学校３年

氏　　名 担当コーチ
成績

種目



大会名 種目 順位 記録

藤縄　優花 女 コナミSC北浦和 片岡　圭一 全国JO夏季大会 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３５－０５

（ふじなわ　ゆうか）

戸辺　虎太郎 男 スウィンSS鷲宮 井上　新 全国JO春季大会（短） ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１１－３７

（とべ　こたろう）

吉田　悠真 男 スウィンSS鷲宮 井上　新 全国JO春季大会（短） ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１１－３７

（よしだ　ゆうま）

木谷　京聖 男 スウィンSS鷲宮 井上　新 全国JO春季大会（短） ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１１－３７

（きたに　きょうせい）

佐々木　慶 男 スウィンSS鷲宮 井上　新 全国JO春季大会（短） ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１１－３７

（ささき　けいと）

佐々木　美莉 女 スウィンSS鷲宮 井上　新 全国JO春季大会（短） ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１０－８４

（ささき　みり） 全国JO夏季大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３２－０４

廣瀬　碧 女 スウィンSS鷲宮 上田　文香 全国JO春季大会（短） ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１０－８４

（ひろせ　あおい）

瀧川　結稀 女 スウィンSS鷲宮 井上　新 全国JO春季大会（短） ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１０－８４

（たきかわ　ゆき）

山口　紅葉 女 スウィンSS鷲宮 井上　新 全国JO春季大会（短） ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１０－８４

（やまぐち　くれは）

競泳

早稲田実業学校初等
部５年

種目 氏　　名 性 所属 担当コーチ
成績



大会名 順位

水球 伊達　清武 男 埼玉栄高校３年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（だて　きよむ） 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

樋爪　吾郎 男 埼玉栄高校１年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（ひづめ　ごろう） 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

長澤　広太 男 埼玉栄高校１年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（ながさわ　こうた） 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

田辺　侑己 男 埼玉栄高校３年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（たなべ　ゆうき）

木田　直也 男 埼玉栄高校３年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（きだ　なおや）

新井　謙之介 男 埼玉栄高校３年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（あらい　けんのすけ）

斉藤　誠 男 埼玉栄高校３年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（さいとう　まこと）

田嶋　郁望 男 埼玉栄高校３年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（たじま　いくみ）

永井　信乃介 男 埼玉栄高校２年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（ながい　しんのすけ）

阿保　悠斗 男 埼玉栄高校２年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（あぼう　ゆうと） アジアエージ選手権 優勝

相澤　涼介 男 埼玉栄高校２年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（あいざわ　りょうすけ）

亀田　遥介 男 埼玉栄高校１年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（かめだ　ようすけ）

奈良　天斗 男 埼玉栄高校１年 埼玉栄高校 稲垣　剛 日本高校選手権 優勝

（なら　たかと）

西村　永遠 男 秀明英光高校３年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（にしむら　とわ）

橋田　尚也 男 秀明英光高校３年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（はしだ　なおや）

小林　健太 男 秀明英光高校３年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（こばやし　けんた）

高橋　知志 男 秀明英光高校３年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（たかはし　さとし）

松本　天斗 男 秀明英光高校２年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（まつもと　たかと）

田中　要 男 秀明英光高校２年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（たなか　かなめ）

コップ　晴紀 男 秀明英光高校２年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（こっぷ　はるき）

青山　直輝 男 秀明英光高校１年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（あおやま　なおき） 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

河村　暖 男 秀明英光高校１年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（かわむら　だん） 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

鈴木　透生 男 秀明英光高校１年 埼玉県 濱田　卓 国民体育大会 優勝

（すずき　とうい） 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

小林　駿 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（こばやし　しゅん）

高橋　英佑 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（たかはし　えいすけ）

担当コーチ
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水球 舘　飛雄馬 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（たち　ひゅうま）

川本　祐徳 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（かわもと　ゆうとく）

新藤　凌太 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（しんどう　りょうた）

河内　夕希也 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（かわち　ゆきや）

風間　宥也 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（かざま　ゆうや）

鈴木　聖直 男 埼玉栄高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（すずき　せな）

後藤　清吾 男 埼玉栄高校１年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（ごとう　せいご）

江利川　宝 男 越谷南中学校3年 埼玉選抜 濱田　卓 全日本ユース 優勝

（えりかわ　たから）

稲場　朱里 女 秀明英光高校３年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（いなば　あかり）

橋本　佳奈 女 秀明英光高校３年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（はしもと　かな）

百田　恵梨花 女 秀明英光高校３年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（ももだ　えりか）

山本　実乃里 女 秀明英光高校３年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（やまもと　みのり）

吉里　美優 女 秀明英光高校３年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（よしざと　みゆ）

塩谷　南美 女 秀明英光高校３年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（しおや　みなみ）

武蔵　優希 女 秀明英光高校２年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（むさし　ゆうき）

野々村　悠名 女 秀明英光高校１年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（ののむら　はるな）

岩野　夏帆 女 秀明英光高校１年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（いわの　かほ）

飯田　鈴可 女 秀明英光高校１年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（いいだ　れいか）

須藤　舞雪 女 秀明英光高校１年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（すとう　まゆ）

坂井　菜那子 女 秀明英光高校１年 秀明英光高校 濱田　卓 全国JO夏季大会 優勝

（さかい　ななこ）

成　績
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