
平成 ２８ 年 １１ 月 １ 日

　　　　（一社）埼玉県水泳連盟

（一社）埼玉県水泳連盟 　　理事長補佐　　今野　　護

　Ｊｒ委員会　登録団体責任者

　高体連　水泳関係者　　　　様 〒-332-0011　川口市元郷６－１９－２

東光スイミングスクール　内

 ℡ 048-224-8511 Fax 048-224-0704

北関東ブロックジュニア選手研修合宿       mail ： imano@toko-swimming.co.jp

　推薦選手（１０名）決定　について　

　（一社）埼玉県水泳連盟、ジュニア委員会発展のため、日頃より一方ならぬご協

力お礼申し上あげます。

　さて、「平成２８年度日本水泳連盟ジュニア強化対策事業・北関東ブロックジュ

ニア選手合宿」ですが、所属より参加希望選手２１名の申し込みがありましので、

ナショナルタイム達成率を基準に推薦選手（上位１０名）を選考し、埼玉県の参加

推薦選手のリストとして、主管県にリストを提出します。

　又、県代表引率コーチについては、申込書通りとさせていただきます。

　　※ 参加同意書・パスポートのコピーは集合時に提出のこと

連　絡　事　項

SAITAMA 　Swimming　 Federation　 Junior　 Committee



埼　玉　　県

　参加希望選手　ナショナルタイム達成率　順位　（上位１０名を、埼玉県推薦選手として決定します）　 

フリガナ 学 校 名 性 別 ナショナルタイム

選 手 氏 名 生年月日 学 年 達成率

ﾀﾆｶﾞｼﾗ　ﾋｼﾞﾘ 武蔵野高等学校 女 0:56.87

谷頭　聖 平成12年2月20日 高２ 99.89%

マスダ　セイノ 黒浜中 女 4:19.96

増田　聖乃 平成14年12月25日 中2 99.79%

タジマ　レナ 大増中 女 1:00.64

田嶋　玲奈 平成13年10月18日 中3 99.64%

ヤマモトユウタ 埼玉栄高校 男 2:01.49

山本　雄太 平成12年10月13日 １年 99.57%

ｲﾁﾉﾍ　ﾏｵ 武南高校 女 2:15.79

一戸　真央 平成11年12月2日 高２ 99.33%

イシバシレイゴ 春日部共栄高校 男 0:54.57

石橋　怜悟 平成12年5月10日 １年 99.29%

スズキ　ユウタ 春日部中 男 1:54.60

鈴木　優太 平成13年9月27日 中３ 99.27%

モリトモ　アキコ 富士見市立西中学校 女 2:16.99

守友　晃子 平成15年10月16日 中１ 99.060%

ﾉﾀﾞ　ｴｲﾀ 慶應志木高 男 4:23.11

野田　瑛太 平成11年8月14日 高２ 99.055%

ヤマモト　シュン 武南高等学校 男 2:00.32

山本　駿 平成12年3月21日 高２ 99.004%

２．引率コーチ名 決定とします

コーチ名 所　　属 生 年 月 日 年 齢 担当 希望

フリガナ ホンダ　ヨウヘイ

1 本多　洋平

スウィンみよし 049-274-7400　/　090-9685-4002 y.honda@inaho-sports.co.jp

10 スウィンみよし ２００mバタフィライ
2:01.53

関東高校

連　　絡　　先　　／　　携帯電話

コーチ資格　登録番号

1:00.86

2016全中

9 スウィン南越谷 ４００ｍ個人メドレー
4:25.62

夏季JO

4:20.52

2016夏季JO

選考大会

8 スウィンみよし ２００mバタフィライ
2:18.29

埼玉県中学校新人水泳競技大会

スウィン大教 100mバタフライ

スウィンみよし 昭和56年2月12日 35 バタフライ

スウィン大教 400m自由形

3

２００mバタフライ

コナミ北浦和 １００mバタフライ

4

スウィン南越谷 ２００ｍ個人メドレー5

ジャパンオープン２０１６

平成２８年度　日本水泳連盟ジュニア強化対策事業北関東ブロックジュニア選手強化合宿　申込書

1 スウィン東光 １００m自由形
0:56.93

日本高校

№ 所属 （略称） 種 　目
記　　録

2

7

コナミ北浦和

全国中学

2:02.01

6

ひらはらＳＣ ２００ｍ自由形
1:55.44

Ｅ－Mail アドレス

夏季JO

2:16.70

0:54.96

全国JOC夏季水泳競技大会

コーチ　0129186



埼　玉　　県

　参加希望選手　ナショナルタイム達成率　順位　（選考対象外とします）　 

フリガナ 学 校 名 性 別 ナショナルタイム

選 手 氏 名 生年月日 学 年 達成率

イシイ　テルアキ 私立花咲徳栄高等学校 男 02:03.1

石井　瑛章 平成11年5月19日 高校2年 98.955%

ﾋﾗｶﾜｻｸﾗ 花咲徳栄 女 0:57.15

平川桜 平成13年3月16日 高１ 98.77%

カワハラ ヒロム 埼玉栄高校 男 3:54.86

河原　　啓 1999年6月1日 2年 98.55%

チグサ　イツキ 武南高校 男 15:42.61

千種　　樹 2000年12月30日 1年 98.42%

モリ　モモコ 埼玉栄高等学校 女 2分29秒５６

守　萌々子 平成11年5月16日 2 98.14

はすはら　まなみ 熊谷市立妻沼東中学校 女 01:02.4

蓮原　愛実 平成15年4月25日 中学1年 97.95%

ユフアヤカ 東京成徳中学校 女 4-51-28

油布　彩花 平成15年1月7日 ２年 97.66%

ナミエ　ショウタ さいたま市立土屋中学校 男 00:25.12

浪江　勝太 平成15年6月10日 中１ 97.44%

ﾜﾀﾅﾍﾞｶｲﾄ 花咲徳栄 男 0:56.28

渡辺皆斗 平成11年9月17日 高２ 97.12%

ｺﾐﾔ　ｲｵﾘ 埼玉栄高等学校 女 2:15.79

小宮　伊織 平成11年5月18日 高２ 96.90％

ｺﾏﾂｻﾞｷ　ﾏﾋﾛ 十二月田中学校 女 1:01.23

小松﨑　まひろ 平成14年12月5日 中３ 96.44％

20 スウィン東光 ２００m個人メドレー
2:20.14

国民体育大会県予選

21 スウィン東光 １００mバタフライ
1:03.49

県中学校新人

18 スウィン大宮西 自由形
00:25.78

全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季大会

19 スウィン鷲宮 １００ｍ背泳ぎ
0:57.95

インターハイ

16 スウィン熊谷 100m バタフライ
01:03.7

埼玉県中学校新人戦

17 コナミ北浦和 ４００m個人メドレー
4-58-24

全国JOC夏季水泳競技大会

14 アテナAMC 1500ｍ自由形
15:57.72

関東高校

15 埼玉栄 200m平泳ぎ
2分３２秒３９

ジャパンオープン

12 スウィン鷲宮 １００ｍ自由形
0:57.86

埼玉県高等学校新人戦

13 アテナAMC 400m 自由形
3:58.32

国民体育大会

№ 所属 （略称） 種 　目
記　　録

選考大会

11 スウィン熊谷 200m 個人メドレー
02:04.4

第39回全国JO夏季

平成２８年度　日本水泳連盟ジュニア強化対策事業北関東ブロックジュニア選手強化合宿　申込書


