
大会名 種目 順位 記録
競泳 古賀　淳也 男 埼玉スウィンＳＳ 宮尾　康寿 日本選手権 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２４．６７

（こが　じゅんや） 第一三共株式会社 ジャパンオープン 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２５．０４

世界選手権 　５０ｍ背泳ぎ ２位 ２４．５１

競泳 宮尾　康寿 男 埼玉スウィンＳＳ 古賀　淳也
（みやお　やすひさ）

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 国民体育大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 １：５７．１７ Ｈ24年度 最優秀選手賞

（せと　だいや） ANA

競泳 江原　騎士 男 自衛隊体育学校 本崎　智久 日本選手権 ８００ｍ自由形 優勝 ７：５４．１６ Ｈ28年度 最優秀選手賞

（えはら　ないと） フイッツ竜王 ジャパンオープン ２００ｍ自由形 優勝 １：４７．０４

日本実業団 ２００ｍ自由形 優勝 １：４８．６９

４００ｍ自由形 優勝 ３：４８．７４ 大会新

４×１００mFR 優勝 ３：２０．７３ 大会新

４×１００mMR 優勝 ３：３７．４０ 大会新

国民体育大会 ４００ｍ自由形 優勝 ３：４７．１８

日本選手権(短) ４００ｍ自由形 優勝 ３：４１．６７

競泳 渡辺　耶唯 女 自衛隊体育学校 本崎　智久 日本実業団 　５０ｍバタフライ 優勝 ２７．５７

（わたなべ　やい） １００ｍバタフライ 優勝 １：００．０７

競泳 高橋　航太郎 男 自衛隊体育学校 本崎　智久 日本実業団 ４×１００mFR 優勝 ３：２０．７３ 大会新

（たかはし　こうたろう）

競泳 山崎　貴大 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本実業団 ４×１００mFR 優勝 ３：２０．７３ 大会新

（やまざき　たかひろ） ４×１００mMR 優勝 ３：３７．４０ 大会新

競泳 井田　憲吾 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本実業団 ４×１００mFR 優勝 ３：２０．７３ 大会新

（いだ　けんご） ４×１００mMR 優勝 ３：３７．４０ 大会新

競泳 渡辺　隼斗 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本実業団 ４×１００mMR 優勝 ３：３７．４０ 大会新

（わたなべ　はやと）

競泳 矢島　優也 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 １００ｍバタフライ ３位 ５１．５７ Ｈ27年度 最優秀選手賞

（やじま　ゆうや） 明治大学３年 ２００ｍバタフライ ３位 １：５２．０８
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大会名 種目 順位 記録
競泳 佐藤　千夏 女 スウィン大教SS蓮田 原田　良勝 全国JO夏季大会 ４００ｍ自由形 優勝 ４：１３．４５

（さとう　ちなつ） 埼玉栄高校３年 ８００ｍ自由形 優勝 ８：３７．５８

日本高校選手権 ４００ｍ自由形 優勝 ４：１０．９３ 大会新

８００ｍ自由形 優勝 ８：３６．１０ 大会新

４×２００mFR 優勝 ８：０７．２７ 大会新

NSWオープン選手権 ４００ｍ自由形 優勝 ４：１５．８４

８００ｍ自由形 優勝 ８：３７．９６

４×２００mFR 優勝 ８：１７．２０ 大会新

競泳 宮本　一平 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 全国JO夏季大会 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４：１６．４５

（みやもと　いっぺい） 埼玉栄高校３年 日本高校選手権 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １：０１．０９

２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２：１０．７７

４×１００mMR 優勝 ３：４４．０１

国民体育大会 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４：２０．７７

競泳 柴田　夏海 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO春季大会（短） ２００ｍ自由形 優勝 １：５８．１９

（しばた　なつみ） 埼玉栄高校３年 日本高校選手権 ４×２００mFR 優勝 ８：０７．２７ 大会新

競泳 藤原　由唯 女 スウィン大教SS 原田　良勝 日本高校選手権 　５０ｍ自由形 優勝 ２６．１９

（ふじわら　ゆい） 埼玉栄高校３年 全国JO夏季大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４６．７３ 大会新

競泳 井坂　友紀 女 埼玉スウィンSS 和田　透 全国JO夏季大会 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２：２８．９１

（いさか　ゆき） 春日部共栄高校３年
競泳 谷頭　聖 女 スウィン東光SS 原沢　剛 ジュニア選手権 　５０ｍ自由形 優勝 ２６．６３

（たにがしら　ひじり） 私立武蔵野高校３年
競泳 河原　啓 男 アテナアクアメイツ 植竹　浩幸 日本高校選手権 ４×１００mMR 優勝 ３：４４．０１

（かわはら　ひろむ） 埼玉栄高校３年
競泳 横田　早桜 女 スウィン大宮SS西校 野﨑　進一 日本高校選手権 ４×１００mMR 優勝 ４：０６．０４ 大会新

（よこた　さお） 春日部共栄高校３年
競泳 染谷　世奈 女 スウィン鷲宮SS 牛久保　聡 アジアエージ選手権 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １：０２．４１

（そめや　せな） 春日部共栄高校２年 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：１５．８７

全国JO夏季大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １：０１．９８

２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：１２．６５

日本高校選手権 ４×１００mMR 優勝 ４：０６．０４ 大会新

競泳 宮坂　倖乃 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO春季大会（短） １００ｍ平泳ぎ 優勝 １：０７．００ 大会新

（みやさか　ゆきの） 春日部共栄高校２年 日本高校選手権 ４×１００mMR 優勝 ４：０６．０４ 大会新

競泳 永島　遥 女 スウィン大教SS蓮田 原田　良勝 日本高校選手権 ４×２００mFR 優勝 ８：０７．２７ 大会新

（ながしま　はるか） 埼玉栄高校２年 全国JO夏季大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４６．７３ 大会新

競泳 松本　菜美 女 スウィン大教SS 原田　良勝 全国JO夏季大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４６．７３ 大会新

（まつもと　なみ） 埼玉栄高校２年
競泳 山本　雄太 男 コナミSC北浦和 山口　高広 日本高校選手権 ４×１００mMR 優勝 ３：４４．０１

（やまもと　ゆうた） 埼玉栄高校２年
競泳 林　太陽 男 スウィン東光SS 原沢　剛 アジアエージ選手権 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２：１４．２５

（はやし　たいよう） 武南高校１年

氏　　名 性 所属 担当コーチ
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大会名 種目 順位 記録
競泳 髙地　駿介 男 スウィン大教SS大宮東 豊田　康宏 日本高校選手権 ４×１００mMR 優勝 ３：４４．０１

（たかち　しゅんすけ） 埼玉栄高校１年
競泳 田嶋　玲奈 女 スウィン大教SS 原田　良勝 日本高校選手権 ４×１００mMR 優勝 ４：０６．０４ 大会新

（たじま　れな） 埼玉栄高校１年 国民体育大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４７．４９

４×１００mMR 優勝 ４：０７．０４

全国JO夏季大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４６．７３ 大会新

競泳 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 ２７．０６ 中学新（短）

（さかい　なつみ） 武南高校１年 １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５８．１１ 中学新（短）

２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：０５．７５ 大会新

日本選手権 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：１０．１４

世界ジュニア選手権 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２７．９３ 高校新

２００ｍ背泳ぎ ３位 ２：０９．３４

国民体育大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １：０１．２２

２００ｍ個人メドレー 優勝 ２：１４．０３

４×１００mFR 優勝 ３：４７．４９

４×１００mMR 優勝 ４：０７．０４

競泳 神田　美夢 女 埼玉スウィンSS 山田　裕一 国民体育大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４７．４９

（かんだ　みゆ） 埼玉栄高校１年 ４×１００mMR 優勝 ４：０７．０４

日本高校選手権 ４×２００mFR 優勝 ８：０７．２７ 大会新

競泳 東藤　承太郎 男 埼玉スウィンSS桶川 山田　裕一 全国JO春季大会（短） ４００ｍ自由形 優勝 ３：５４．０６

（とうどう　じょうたろう） 桶川市加納中学校３年 全国中学校 ４００ｍ自由形 優勝 ３：５８．４１

競泳 山本　葉月 女 埼玉スウィンSS 和田　透 国民体育大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４７．４９

（やまもと　はづき） 上尾市大石中３年 ４×１００mMR 優勝 ４：０７．０４

競泳 武田　眞咲 女 スウィンふじみ野SS 古川　達郎 全国JO夏季大会 ４００ｍ自由形 優勝 ４：１８．３３

（たけだ　まさき　） ふじみ野市大井中学校２年 全国中学校 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４：４７．８６

競泳 丹保　陸 男 スウィン南越谷SS 渡部　信 全国JO夏季大会 １００ｍバタフライ 優勝 ５６．２３

（たんぼ　りく） 越谷市南中学校２年
競泳 藤縄　優花 女 コナミ北浦和 山口　高広 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３２．４１

（ふじなわ　ゆうか） 早稲田実業中学校１年 全国JO夏季大会 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３２．９７

１００ｍ平泳ぎ 優勝 １：１１．１２

競泳 小池　唯子 女 スウィン越谷SS 磯川　憲一 全国JO春季大会（短） ２００ｍ自由形 優勝 ２：０４．８２

（こいけ　ゆいこ） 越谷市栄進中学校１年
競泳 佐々木　美莉 女 埼玉スウィンSS鷲宮 上田　文香 全国JO夏季大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １：０５．３８

（ささき　みり） 久喜市栗橋小学校６年
競泳 園田　陽大 男 埼玉スウィンSS加須 西川　之博 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ自由形 優勝 ２７．４８

（そのだ　はると） 加須市水深小学校５年 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３０．０５

２００ｍ個人メドレー 優勝 ２：２１．４７

４×５０ｍMR 優勝 ２：０８．５８ 大会新

全国JO夏季大会 　５０ｍ自由形 優勝 ２７．６６

４×５０ｍMR 優勝 ２：１３．１０

備考種目 氏名 性 所属 担当コーチ
成績



大会名 種目 順位 記録
競泳 細沼　弘輔 男 埼玉スウィンSS 和田　透 全国JO春季大会（短） 　５０ｍバタフライ 優勝 ２９．５１

（ほそぬま　こうすけ） 伊奈町小針北小学校５年
競泳 山本　結月 女 埼玉スウィンSS 永井　冬悟 全国JO夏季大会 　５０ｍ自由形 優勝 ２８．８３

（やまもと　ゆずき） 上尾市大石北小学校５年
競泳 小牧　彩音 女 スパ&スポーツユアー蕨 尾﨑　麻佐美　 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ自由形 優勝 ２８．３３

（こまき　あやね） 戸田市新曽北小学校５年 　５０ｍバタフライ 優勝 ２９．６５

競泳 園部　ゆあら 女 スウィン大教SS大宮東 加藤　大祐 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３１．１７

（そのべ　ゆあら） さいたま市蓮沼小学校４年 全国JO夏季大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３１．６８ 大会新

競泳 根岸　海輝 男 埼玉スウィンSS加須 西川　之博 全国JO春季大会（短） ４×５０ｍMR 優勝 ２：０８．５８ 大会新

（ねぎし　かいき） 羽生市羽生南小学校３年

競泳 藤原　千昌 男 埼玉スウィンSS加須 西川　之博 全国JO春季大会（短） ４×５０ｍMR 優勝 ２：０８．５８ 大会新

（ふじわら　ゆきまさ） 加須市加須小学校３年
競泳 野村　蒼空 男 埼玉スウィンSS加須 西川　之博 全国JO春季大会（短） ４×５０ｍMR 優勝 ２：０８．５８ 大会新

（のむら　そら） 加須市加須南小学校４年

競泳 西村　祐 男 埼玉スウィンSS加須 西川　之博 全国JO夏季大会 ４×５０ｍMR 優勝 ２：１３．１０

（にしむら　たすく） 加須市加須小学校５年
競泳 柳田　祥吾 男 埼玉スウィンSS加須 西川　之博 全国JO夏季大会 ４×５０ｍMR 優勝 ２：１３．１０

（やなぎだ　しょうご） 加須市三俣小学校５年
競泳 柴垣　要 男 埼玉スウィンSS加須 西川　之博 全国JO夏季大会 ４×５０ｍMR 優勝 ２：１３．１０

（しばがき　かなめ） 加須市三俣小学校５年
競泳 諏訪　叶夢 女 スウィン南越谷SS 山田　悠介 全国JO夏季大会 ４×５０ｍMR 優勝 ２：１４．００

（すわ　かのん） 越谷市出羽小学校４年
競泳 大髙　唯藍 女 スウィン南越谷SS 土浜　翼 全国JO夏季大会 ４×５０ｍMR 優勝 ２：１４．００

（おおたか　ゆあ） 越谷市出羽小学校５年
競泳 西野　沙耶 女 スウィン南越谷SS 土浜　翼 全国JO夏季大会 ４×５０ｍMR 優勝 ２：１４．００

（にしの　さや） 川口市戸塚南小学校５年

競泳 菅谷　真采 女 スウィン南越谷SS 山田　悠介 全国JO夏季大会 ４×５０ｍMR 優勝 ２：１４．００

（すがたに　まこと） 川口市佐間小学校５年
シンクロ 清水　瑠那 女 アテナアクアメイツ 伊藤　晴香 アジアエージグループ選手権 13-15歳デュエｯﾄ 優勝

（しみず　るな） さいたま市土合中学校３年

シンクロ 宮内　花菜 女 アテナアクアメイツ 伊藤　晴香 アジアエージグループ選手権 13-15歳デュエｯﾄ 優勝

（みやうち　かな） 武南高校１年

シンクロ 伊東　優花 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（いとう　ゆか） さいたま市本太小学校６年

シンクロ 中谷　奏空 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（なかたに　そら） 富士見市みずほ台小学校６年

シンクロ 竹井　枝里菜 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（たけい　えりな） さいたま市仲町小学校６年

シンクロ 久世　柚季 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（くぜ　ゆずき） さいたま市大宮小学校６年

備考
成績

担当コーチ種目 氏名 性 所属



大会名 種目 順位 記録
シンクロ 茂木　彩 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（もてぎ　あや） 吉見町東第一小学校５年
シンクロ 川井　悠月 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（かわい　ゆづき） さいたま市本太小学校６年

シンクロ 高橋　咲 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（たかはし　さく） 春日部市八木崎小学校６年

シンクロ 川崎　ねいろ 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（かわさき　ねいろ） 蕨市南小学校６年
シンクロ 照井　風歌 女 アテナアクアメイツ 神内　真弓 全国JO夏季大会 1０-1２歳Aチーム 優勝

（てるい　ふうか） さいたま市中島小学校５年

OWS 宮本　陽輔 男 自衛隊体育学校 本崎　智久 アジア選手権 5ｋｍ ２位 １：００．３８．２６

（みやもと　ようすけ　）

大会名 順位

水球 飯田　鈴可 女 秀明英光高校３年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(いいだ　れいか) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 岩野　夏帆 女 秀明英光高校３年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(いわの　かほ) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 坂井　菜那子 女 秀明英光高校３年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(さかい　ななこ) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 須藤　舞雪 女 秀明英光高校３年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(すとう　まゆ) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 野々村　悠名 女 秀明英光高校３年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(ののむら　はるな) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 大川　さくら 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(おおかわ　さくら) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 川田代　悠花 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(かわたしろ　ゆうか) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 工藤　恭子 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(くどう　きょうこ) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 渋谷　紗代 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(しぶや　さよ) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 西山　風花 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(にしやま　ふうか) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 橋田　舞子 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(はしだ　まいこ) 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

水球 阿部　楓 女 川口総合高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(あべ　かえで)

水球 山口　詩織 女 川口総合高校３年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ジュニア（U17) 優勝

(やまぐち　しおり)

備考

備考種目 氏名

種目 氏名 性 所属 担当コーチ
成績

成績
性 所属 チーム名監督



大会名 順位

水球 髙橋　里佳子 女 秀明英光高校１年 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

(たかはし　りかこ)

水球 田熊　凪紗 女 秀明英光高校１年 濱田　卓 秀明英光高校 全国JO夏季大会 優勝

(たぐま　なぎさ)

水球 青山　直輝 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（あおやま　なおき） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 風間　宥哉 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（かざま　ゆうや） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 河村　暖 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（かわむら　だん） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 川本　祐徳 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（かわもと　ゆうとく）

水球 小林　駿 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（こばやし　しゅん） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 新藤　凌太 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（しんどう　りょうた） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 鈴木　透生 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（すずき　とうい） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 高橋　英佑 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（たかはし　えいすけ） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 舘　飛雄馬 男 秀明英光高校３年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（たち　ひゅうま） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 小見　晴人 男 秀明英光高校２年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（おみ　はると） 日本 アジアエージグループ選手権 優勝

水球 江利川　宝 男 秀明英光高校２年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（えりかわ　たから）

水球 千歳　龍人 男 秀明英光高校２年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（ちとせ　りゅうと） 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

水球 中塚　慶 男 秀明英光高校２年 濱田　卓 秀明英光高校 全日本ジュニア（U17) 優勝

（なかつか　けい）

水球 青山　元輝 男 秀明英光高校１年 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

（あおやま　げんき）

水球 コップ　晴人 男 秀明英光高校１年 濱田　卓 埼玉県 国民体育大会 優勝

（コップ　はると）

種目 氏名 性 所属 チーム名監督 備考
成績


