
大会名 種目 順位 記録

シンクロ 吉野　倫加 女 アテナアクアメイツ 千葉　恵子 世界ジュニア選手権 フリーコンビネーション 優勝 90.4

（よしの　みちか） 武南高校２年 チーム 2位 166.0544

シンクロ 千葉　恵子 男 アテナアクアメイツ 吉野　倫加

（ちば　けいこ）

水球 濵田　卓

大会名 種目 順位 記録

競泳 古賀　淳也 男 埼玉スウィンＳＳ 山田　裕一 日本選手権 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２４－６８

（こが　じゅんや） 第一三共 ジャパンオープン 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２４－６９

競泳 岡﨑　晃一郎 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 国民体育大会 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １－００－８７
（おかざき　こういちろう） ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３５－１８

日本選手権 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 　　２７－６３

競泳 川内　優輝 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 国民体育大会 　５０ｍ自由形 優勝 　　２２－５７

（かわち　ゆうき） ２００ｍフリーリレー 優勝 １－２９－２２

競泳 宮本　陽輔 男 自衛隊体育学校 本崎　智久 日本実業団大会 ４００ｍ自由形 優勝 ３－５４－２６

（みやもと　ようすけ）

競泳 伊藤　達也 男 自衛隊体育学校 本崎　智久 日本実業団大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－０１－９５

（いとう　たつや）

競泳 高桑　健 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 １－２９－２２
（たかくわ　けん） ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３５－１８

競泳 原田　蘭丸 男 自衛隊体育学校 小泉　渓 アジア大会 ４００ｍフリーリレー ２位 ３－１４－３８

（はらだ　らんまる） （日本新）

競泳 瀬戸　大也 男 JSS毛呂山SS 梅原　孝之 アジア大会 ２００ｍバタフライ 優勝 １－５４－０８

（せと　だいや） 早稲田大学２年

競泳 大塚　美優 女 スウィン大宮SS 大木　賢二 日本学生選手権 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４－３９－６５

（おおつか　みゆ） 日本体育大学２年

競泳 諸貫　瑛美 女 筑波大学４年 仙石　康雄 国民体育大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １－００－９０

（もろぬき　えみ）

競泳 丸山　徹 男 埼玉スウィンＳＳ 山田　裕一 国民体育大会 ２００ｍフリーリレー 優勝 １－２９－２２

（まるやま　とおる） 春日部共栄高校３年 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３５－１８

競泳 多田　邦徳 男 スウィン鴻巣SS 磯川　憲一 日本学生選手権 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 １－５６－８６

（ただ　くにのり） 早稲田大学 国民体育大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３５－１８

競泳 矢島　優也 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 高校総体 １００ｍバタフライ 優勝 ５３－３７

（やじま　ゆうや） 春日部共栄高校３年 ２００ｍバタフライ 優勝 １－５７－１１

国民体育大会 ２００ｍバタフライ 優勝 １－５６－５７

４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４２－４２

NSW State　Open ２００ｍバタフライ 優勝 １－５６－３８

　　　　　　Championships １００ｍバタフライ ３位 ５３－６３

BHP　Aquatic　Super Series ２００ｍバタフライ ３位 １－５７－３８

Pan　Pacific　Swimming ２００ｍバタフライ ２位 １－５８－３０

種目 氏　　名 性 所　　属 担当コーチ
成　　績

秀明英光高校　水球部 男子　高校総体　優勝（通算4回目） 　　

女子　全国JO春季大会　優勝（3年連続春夏通算6回目）

＜優秀選手賞＞　１０９名

＜特別賞＞　１団体

種目 団体名 担当コーチ 成　　績

＜最優秀指導者賞＞　１名

種目 氏　　名 性 所　　属 担当選手

平成２６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



競泳 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 ５６－１９

（ないとう　りょうた） 埼玉栄高校２年 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２－０２－８１

４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４６－４１

高校総体 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４５－４１

国民体育大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４２－４２

競泳 石森　瑞奈 女 スウィン大教SS 原田　良勝 全国JO夏季大会 １００ｍ自由形 優勝 ５６－９２

（いしもり　みずな） 埼玉栄高校２年 高校総体 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－０９－８２

競泳 千田　舞奈美 女 埼玉スウィンSS鷲宮 牛久保　聡 高校総体 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－２７－４１

（ちだ　まなみ） 春日部共栄高校１年

競泳 大木　淳平 男 埼玉スウィンSS春日部 石森　昌治 全国JO夏季大会 １００ｍ平泳ぎ 優勝 。１－０２－１３

（おおき　じゅんぺい） 春日部共栄高校2年 （大会新）

競泳 松村　優樹 男 埼玉栄高校3年 青木　裕憲 高校総体 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４５－４１

（まつむら　ゆうき） 国民体育大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４２－４２

競泳 稲荷山　陸 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 高校総体 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４５－４１

（いなりやま　りく） 埼玉栄高校２年 全国JO夏季大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４６－４１

競泳 林　龍之介 男 ルネサンス浦和 関根　潤 高校総体 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４５－４１

（はやし　りゅうのすけ） 埼玉栄高校３年

競泳 小島　稔生 男 スウィン大教SS 原田　良勝 国民体育大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４２－４２

（こじま　としき） 春日部共栄高校２年

競泳 赤羽根　康太 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 全国JO夏季大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４６－４１

（あかはね　こうた） 春日部共栄高校１年

競泳 梶野　美優 女 埼玉栄高校３年 青木　裕憲 高校総体 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－０９－８２

（かじの　みゆう）

競泳 関口　美咲 女 ベストSS上尾 馬場　俊行 高校総体 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－０９－８２

（せきぐち　みさき） 埼玉栄高校３年

競泳 黒川　さくら 女 スウィン大教SS 原田　良勝 高校総体 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－０９－８２

（くろかわ　さくら） 埼玉栄高校２年

競泳 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） １００ｍ自由形 優勝 ５０－７７

（たなか　こうき） 越谷市富士中学校３年 ２００ｍ自由形 優勝 １－４８－０７

（大会新）

４００ｍ自由形 優勝 ３－５０－６２

全国中学校 １００ｍ自由形 優勝 ５２－２２

２００ｍ自由形 優勝 １－５１－９４

（大会新）

競泳 宮本　一平 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 全国中学校 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １－０３－３２

（みやもと　いっぺい） さいたま市指扇中学校３年 全国JO夏季大会 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－１５－２１

４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－４６－４１

競泳 佐藤　千夏 女 スウィン大教SS 原田　良勝 全国中学校 ４００ｍ自由形 優勝 ４－１３－７９

（さとう　ちなつ） さいたま市春野中学校３年 ８００m自由形 優勝 ８－４１－４２

競泳 酒井　夏海 女 さいたま市土合中学校１年 関口　伸司 全国中学校 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １－０２ー２２

（さかい　なつみ）

競泳 熊澤　将大 男 スウィン東松山SS 小野川　隆 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ自由形 優勝 ２４－７７

（くまざわ　しょうた） 東松山北中学校１年 １００ｍ自由形 優勝 ５３－３８

２００ｍ自由形 優勝 １－５４－９３

（短・学童新）

競泳 宮坂　倖乃 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO夏季大会 １００ｍ平泳ぎ 優勝 。１－０９－２３

（みやさか　ゆきの） 埼玉大学付属中学校２年 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－２７－０８

（優秀選手賞）

４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－１９－６４

競泳 柴田　夏海 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO夏季大会 　５０ｍ自由形 優勝 ２６－２３

（しばた　なつみ） さいたま市本太中学校３年 （大会新）

１００ｍ自由形 優勝 ５６－７８

競泳 髙地　駿介 男 スウィン大教SS大宮東 豊田　康宏 全国JO夏季大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２９－７６

（たかち　しゅんすけ） さいたま市春野中学校１年 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １－０３ー３６



競泳 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 ５６－５８

（いしばし　れいご） さいたま市常盤中学校２年

競泳 高瀬　陽 女 スウィン大宮SS 大木　賢二 全国JO夏季大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３０－１６

（たかせ　ひなた　） さいたま市指扇中学校１年 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １－０３－７９

競泳 平原　ここの 女 スウィン南越谷SS 渡部　信 全国JO夏季大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－２０ー８５

（ひらはら　ここの） 越谷出羽小学校６年

競泳 林　太陽 男 スウィン東光SS 原沢　剛 全国JO春季大会（短） １００ｍ平泳ぎ 優勝 。１－０５－２８

（はやし　たいよう） 川口市上青木中学校1年

競泳 鎌田　純吾 男 コナミSC北浦和 片岡　圭一 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３０－６０

（かまた　じゅんご） 朝霞第七小学校５年

競泳 細川　琴絵 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO夏季大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－１９－６４

（ほそかわ　ことえ） さいたま市岸中学校３年

競泳 笹澤　桃 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO夏季大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－１９－６４

（ささざわ　もも） さいたま市大原中学校２年

競泳 志賀　美月 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO夏季大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－１９－６４

（しが　みづき） さいたま市上大久保中学校２年

競泳 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 ３－５２－２７

（まつもと　なみ） 上尾市瓦葺中学校２年 全国JO夏季大会 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－５６－６８

競泳 神津　春佳 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 ３－５２－２７

（こうづ　はるか） さいたま市春野中学校３年

競泳 大村　華乃 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 ３－５２－２７

（おおむら　はな） さいたま市大宮東中３年 全国JO夏季大会 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－５６－６８

競泳 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 ３－５２－２７

（うが　わかな） さいたま市大砂土中学校２年 全国JO夏季大会 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－５６－６８

競泳 中村　天音 女 スウィン大教SS大宮東 小黒　裕二 全国JO夏季大会 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－５６－６８

（なかむら　あまね） さいたま市大砂土中学校１年

競泳 古俣　桜 女 スウィン大教SS 田辺　裕晴 全国JO夏季大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３２－４５

（こまた　さくら） 蓮田黒浜西小学校４年 ２００mメドレーリレー 優勝 ２－１４－７３

競泳 本田　遥香 女 スウィン大教SS 田辺　裕晴 全国JO夏季大会 ２００mメドレーリレー 優勝 ２－１４－７３

（ほんだ　はるか） 蓮田市北小学校５年

競泳 堺澤　舞香 女 スウィン大教SS 伊倉　章好 全国JO夏季大会 ２００mメドレーリレー 優勝 ２－１４－７３

（さかいざわ　まいか） 白岡町東小学校４年

競泳 相楽　ひなた 女 スウィン大教SS 伊倉　章好 全国JO夏季大会 ２００mメドレーリレー 優勝 ２－１４－７３

（さがら　ひなた） 蓮田市黒浜北小学校４年

競泳 山本　葉月 女 スウィン埼玉 宮尾　康寿 全国JO夏季大会 ２００mフリーリレー 優勝 １－５２－６１

（やまもと　はづき） 上尾市大石北小学校６年

競泳 猪越　風音 女 スウィン埼玉 玉井　拓 全国JO夏季大会 ２００mフリーリレー 優勝 １－５２－６１

（いのこし　かざね） 伊奈町小針中学校１年

競泳 神田　美夢 女 スウィン埼玉 玉井　拓 全国JO夏季大会 ２００mフリーリレー 優勝 １－５２－６１

（かんだ　みゆ） 上尾市原市中学校１年

競泳 木村　瑠里 女 スウィン埼玉 玉井　拓 全国JO夏季大会 ２００mフリーリレー 優勝 １－５２－６１

（きむら　るり） 日出中学校１年

競泳 栗島　優都紀 女 埼玉スウィンSS熊谷 武井　暢也 全国JO春季大会（短） ２００mメドレーリレー 優勝 １－５９－１９

（くりしま　ゆづき） 熊谷市東小学校６年

競泳 加藤　玲奈 女 埼玉スウィンSS熊谷 武井　暢也 全国JO春季大会（短） ２００mメドレーリレー 優勝 １－５９－１９

（かとう　れな） 熊谷市東小学校６年

競泳 島崎　佑美 女 埼玉スウィンSS熊谷 武井　暢也 全国JO春季大会（短） ２００mメドレーリレー 優勝 １－５９－１９

（しまざき　ゆみ） 熊谷市吉岡小学校６年

競泳 石井　翠 女 埼玉スウィンSS熊谷 武井　暢也 全国JO春季大会（短） ２００mメドレーリレー 優勝 １－５９－１９

（いしい　みどり） 熊谷市妻沼長井小学校６年



監督 大会名 順位

水球 濱田　周 男 秀明英光高校３年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（はまだ　しゅう） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 佐藤　海輝 男 秀明英光高校３年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（さとう　みき） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 山田　太一 男 秀明英光高校３年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（やまだ　たいち） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 西村　永遠 男 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（にしむら　とわ） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 橋田　尚也 男 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（はしだ　なおや） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 小林　健太 男 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（こばやし　けんた） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 高橋　知志 男 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（たかはし　さとし） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 松本　天斗 男 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（まつもと　たかと） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

水球 田中　要 男 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（たなか　かなめ） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

水球 コップ　晴紀 男 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（コップ　はるき） 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

水球 滝本　真哉 男 秀明英光高校３年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（たきもと　しんや） AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 若杉　航大 男 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（わかすぎ　こうだい） AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 土橋　玄 男 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 濵田　卓 高校総体 優勝

（どばし　げん） 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

水球 伊達　清武 男 埼玉栄高校２年 埼玉県 濵田　卓 国民体育大会 優勝

（だて　きよむ） AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

水球 田中　雅弘 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（たなか　まさひろ）

水球 根井　将光 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（ねのい　まさみつ）

水球 山田　海斗 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（やまだ　かいと）

水球 美座　総司 男 秀明英光高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（みざ　そうし）

水球 相澤　涼介 男 埼玉栄高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（あいざわ　りょうすけ）

水球 阿保　悠斗 男 埼玉栄高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（あぼ　ゆうと）

水球 原子　諄平 男 埼玉栄高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（はらこ　じゅんぺい）

水球 岩崎　駿 男 埼玉栄高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（いわさき　しゅん）

種目 氏　　名 性 所　　属 チーム名
成　　績



水球 永井　信之介 男 埼玉栄高校１年 埼玉選抜 濵田　卓 全日本ユース 優勝

（ながい　しんのすけ）

水球 舘岡　大河 男 秀明英光高校2年 AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

（たておか　たいが）

水球 中村　駿吾 男 埼玉栄高校3年 AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

（なかむら　しゅんご）

水球 田嶋　郁望 男 埼玉栄高校2年 AMATIAS 濵田　卓 全国JO春季大会 優勝

（たじま　いくみ）

水球 北口　友夏 女 秀明英光高校３年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（きたぐち　ともか） 濵田　卓

水球 徳用　万里奈 女 秀明英光高校３年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（とくもと　まりな） 濵田　卓

水球 松岡　美有 女 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（まつおか　みゆう） 濵田　卓

水球 小川　栞璃 女 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（おがわ　しおり） 濵田　卓

水球 風間　祐季 女 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（かざま　ゆり） 濵田　卓

水球 栗原　舞 女 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（くりはら　まい） 濵田　卓

水球 鈴木　琴莉 女 秀明英光高校２年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（すずき　ことり） 濵田　卓

水球 稲場　朱里 女 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（いなば　あかり） 濵田　卓

水球 橋本　佳奈 女 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（はしもと　かな） 濵田　卓

水球 百田　恵梨花 女 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（ももだ　えりか） 濵田　卓

水球 山本実乃里 女 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（やまもと　みのり） 濵田　卓

水球 吉里　美優 女 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（よしざと　みゆ） 濵田　卓

水球 塩谷　南美 女 秀明英光高校１年 秀明英光高等学校 加藤　英雄 全国JO春季大会 優勝

（しおや　みなみ） 濵田　卓

水球 樋爪　吾朗 男 さいたま市与野東中学校３年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（ひずめ　ごろう）

水球 長澤　広太 男 さいたま市土合中学校３年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（ながさわ　こうた）

水球 横地　祥真 男 埼玉大学附属中学校３年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（よこち　しょうま）

水球 岩崎　慶太 男 さいたま市与野西中学校３年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（いわさき　けいた）

水球 長尾　国修 男 さいたま市内谷中学校３年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（ながお　くにまさ）

水球 藤井　渉 男 川口市幸並中学校２年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（ふじい　わたる）

水球 原子　虹道 男 さいたま市大原中学校２年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（はらこ　わたる）

水球 磯　幸太 男 さいたま市与野西中学校２年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（いそ　こうた）

水球 河村　剛人 男 さいたま市内谷中学校２年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（かわむら　たけと）

水球 中山　弘翔 男 さいたま市与野西中学校１年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（なかやま　ひろと）



水球 村瀬　貴信 男 さいたま市与野西中学校１年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（むらせ　たかのぶ）

水球 鈴木　洸龍 男 坂戸市若宮中学校１年 与野水球クラブ 稲垣　徹 全国JO夏季大会 優勝

（すずき　こうりゅう）



氏　　名 所　　属 主　な　成　績 氏　　名 所　　属

H23 星　奈津美 スウィン大教SS 日本選手権 原田　良勝 スウィン大教SS

早稲田大学３年 ２００mバタフライ　優勝（日本新）

H24 瀬戸　大也 JSS毛呂山SS 世界短水路選手権 梅原　孝之 JSS毛呂山SS

埼玉栄高校３年 ４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ　優勝（日本新）

H25 岡﨑　晃一郎 自衛隊体育学校東アジア大会 深川　聖史 自衛隊体育学校

５０ｍ平泳ぎ　優勝

氏　　名 所　　属 主　な　成　績

星　奈津美 スウィン大教SS ロンドンオリンピック　銅メダル

早稲田大学４年

高桑　健 自衛隊体育学校ロンドンオリンピック　出場

大塚　美優 スウィン大宮SS ロンドンオリンピック　出場

武南高校３年

瀬戸　大也 JSS毛呂山SS 世界選手権（バルセロナ）　金メダル

早稲田大学１年

H24

H25

年度
最優秀選手賞 最優秀指導者賞

年度
特別賞


