
大会名 種目 順位 記録
競泳 江原　騎士 男 自衛隊体育学校 本崎　智久 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ８００ｍフリーリレー ３位 ７－０３－５０

（えはら　ないと） 日本選手権 ４００ｍ自由形 優勝 ３－４７－４３

ジャパンオープン ４００ｍ自由形 優勝 ３－４８－０９

競泳 本崎　智久 男 自衛隊体育学校 江原　騎士
（ほんざき　ともひさ）

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 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ４００ｍ個人メドレー ３位 ４－０９－７１ Ｈ24年度 最優秀選手賞　受賞

（せと　だいや） 早稲田大学４年
競泳 古賀　淳也 男 埼玉スウィンＳＳ 宮尾　康寿 世界短水路選手権 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２２－８５ 準決勝　日本新（２２－８１）

（こが　じゅんや） 第一三共株式会社 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場

競泳 渡辺　隼斗 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本実業団 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １－００－８２
（わたなべ　はやと） ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３８－２７ 大会新

競泳 川内　勇輝 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本実業団 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－２２－１０
（かわち　ゆうき）

競泳 井田　憲吾 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本実業団 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－２２－１０
（いだ　けんご） ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３８－２７ 大会新

競泳 川口　侑太 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本実業団 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－２２－１０
（かわぐち　ゆうた）

競泳 原田　蘭丸 男 自衛隊体育学校 小泉　渓 日本実業団 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－２２－１０
（はらだ　らんまる） ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３８－２７ 大会新

競泳 山崎　貴大 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本実業団 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ３－３８－２７ 大会新

（やまざき　たかひろ）

競泳 松本　輝 男 埼玉スウィンＳＳ 石森　昌治 全国JO春季大会（短） １５００ｍ自由形 優勝 。１４－５８－４２
（まつもと　ひかる） 明治大学１年

競泳 大木　淳平 男 埼玉スウィンSS 山田　裕一 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ２７－５５
（おおき　じゅんぺい） 明治大学１年 １００ｍ平泳ぎ 優勝 ５９－４０

備考

＜優秀選手賞＞　６２名

種目 氏　　名 性 所属 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２８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
競泳 石森　瑞奈 女 スウィン大教SS 原田　良勝 全国JO春季大会（短） １００ｍ自由形 優勝 ５４－９５

（いしもり　みずな） 埼玉栄高校３年
競泳 鈴木　桃果 女 スウィン越谷SS 磯川　憲一 全国JO夏季大会 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 。２－１２－０９

（すずき　ももか） 春日部共栄高校３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 １００ｍバタフライ 優勝 ５３－３３

（あかはね　こうた） 春日部共栄高校３年
競泳 本庄　智貴 男 JSS毛呂山SS 梅原　孝之 全国JO夏季大会 ２００ｍバタフライ 優勝 １－５９－８５

（ほんじょう　ともき） 埼玉栄高校３年
競泳 宮本　一平 男 スウィン大宮SS 大木　賢二 全国JO春季大会（短） ２００ｍ平泳ぎ 優勝 。２－０６－４５ 大会新

（みやもと　いっぺい） 埼玉栄高校２年 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４－１０－３８
日本高校選手権 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 。２－１１－２２
国民体育大会 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 。２－１１－０４
ﾘｵｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾌﾟﾚ大会 ２００ｍ平泳ぎ ３位 。２－１２－１３
ｼ ｭﾆｱﾊ ﾝﾊ ｼﾌィｯｸ大
会

２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－１０－５１
競泳 細川　琴江 女 コナミSC北浦和 山口　高広 全国JO春季大会（短） １００ｍバタフライ 優勝 ５９－7９

（ほそかわ　ことえ） 埼玉栄高校２年
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 １－０９－３７

（みやさか　ゆきの） 春日部共栄高校１年 １００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－２９－１５
国民体育大会　 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－０８－３３

競泳 佐藤　千夏 女 スウィン大教SS 原田　良勝 全国JO春季大会（短） ４００ｍ自由形 優勝 ４－０５－８３
（さとう　ちなつ） 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 全国JO春季大会（短） ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－２２－７５
（よこた　さお） 春日部共栄高校２年 国民体育大会 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－２７－９２

全国JO夏季大会 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４－４４－４６ 大会新

２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－１４－７２ 大会新

競泳 松本　菜美 女 スウィン大教SS 原田　良勝 国民体育大会　 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－４７－６4
（まつもと　なみ） 埼玉栄高校１年

競泳 酒井　夏海 女 スウィン南越谷SS 渡部　信 日本選手権 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １－００－１２ 中学新

（さかい　なつみ） さいたま市土合中学校３年 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２－１０－４３
ジャパンオープン １００ｍ背泳ぎ 優勝 １－００－７４

２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２－１０－９４
全国中学校 １００ｍ背泳ぎ 優勝 。１－０１－０９ 大会新

全国JO夏季大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 。１－０１－２２ 大会新

国民体育大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １－０１－４３
ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場

競泳 熊澤　将大 男 スウィン東松山SS 小野川　隆 全国中学校 　５０ｍ自由形 優勝 ２３－６７ 予選　大会新（２３－５６）

（くまざわ　しょうた） 東松山市北中学校３年

種目 氏　　名 性 所属 担当コーチ
成績

備考



大会名 種目 順位 記録
競泳 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 １－０２－９２

（はやし　たいよう） 川口市上青木中学校３年
競泳 髙地　駿介 男 スウィン大教SS大宮東 豊田　康宏 全国中学校 １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５７ー３１

（たかち　しゅんすけ） さいたま市春野中学校３年 全国JO夏季大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５７ー６７
国民体育大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５７ー３０

競泳 井坂　友紀 女 埼玉スウィンSS桶川 和田　透 全国JO夏季大会 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １－１０－９６
（いさか　ゆき） 桶川市桶川東中学校3年 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２－３０－２７

全国中学校 １００ｍ平泳ぎ 優勝 。１－１０－１１
競泳 田嶋　玲奈 女 スウィン大教SS 原田　良勝 国民体育大会 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－４７－６４

（たじま　れな） 春日部市大増中学校３年 国民体育大会 ４００ｍメドレーリレー 優勝 ４－０８－３３
競泳 藤原　由唯 女 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 ４－０８－３３

（ふじわら　ゆい） 蓮田市蓮田南中学校３年
競泳 平原　ここの 女 スウィン南越谷SS 渡部　信 全国中学校 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４－４８－１４

（ひらはら　ここの） 越谷市富士中学校２年 全国JO夏季大会 ４００ｍ個人メドレー 優勝 ４－４８－２７
競泳 丹保　陸 男 スウィン南越谷SS 渡部　信 全国JO夏季大会 　５０ｍ自由形 優勝 ２５－６９

（たんぼ　りく） 越谷市南中学校１年 　５０ｍバタフライ 優勝 ２６－５６ 大会新

１００ｍバタフライ 優勝 ５８－１９ 大会新

競泳 浪江　勝太 男 スウィン大宮SS西校 野﨑　進一 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ自由形 優勝 。２５－０８
（なみえ　しょうた） さいたま市土屋中学校１年

競泳 神田　美夢 女 埼玉スウィンSS 山田　裕一 国民体育大会 ４００ｍフリーリレー 優勝 ３－４７－６４
（かんだ　みゆ） 上尾市原市中学校３年

競泳 尾藤　秀哉 男 スウィン北本SS 関野　政満 全国JO春季大会（短） ４００ｍフリーリレー 優勝 １－４５－３７
（びとう　しゅうや） 北本市宮内中学校１年

競泳 田中　直太朗 男 スウィン北本SS 関野　政満 全国JO春季大会（短） ４００ｍフリーリレー 優勝 １－４５－３７
（たなか　なおたろう　） 北本市北本中学校１年

競泳 丸橋　碧人 男 スウィン北本SS 関野　政満 全国JO春季大会（短） ４００ｍフリーリレー 優勝 １－４５－３７
（まるはし　あおと） 北本市北本中学校１年

競泳 片山　大雅 男 スウィン北本SS 関野　政満 全国JO春季大会（短） ４００ｍフリーリレー 優勝 １－４５－３７
（かたやま　たいが） 北本市北本東中学校１年

競泳 藤縄　優花 女 コナミ北浦和 片岡　圭一 全国JO夏季大会 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３３－５９ コナミオープン50ｍ平泳ぎ優勝

（ふじなわ　ゆうか） 早稲田実業学校初等部６年 （３２－９６　日本学童新）

競泳 入江　秀行 男 スウィンふじみ野SS 渡邉　忠晴 全国JO夏季大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２－２７－１７
（いりえ　ひでゆき　）

ふじみ野市亀久保小学校５
年

競泳 佐々木　美莉 女 埼玉スウィンSS鷲宮 井上　新 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３０－１６ 大会新

（ささき　みり） 久喜市栗橋小学校５年
競泳 細沼　弘輔 男 埼玉スウィンSS 髙橋　和也 全国JO夏季大会 　５０ｍバタフライ 優勝 ３０－００

（ほそぬま　こうすけ） 伊奈町小針北小学校４年

備考氏　　名 性 所属 担当コーチ
成績

種目



大会名 種目 順位 記録
競泳 園田　陽大 男 埼玉スウィンSS加須 西川　之博 全国JO夏季大会 ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１３－１０

（そのだ　はると） 加須市水深小学校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 ２００ｍメドレーリレー 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 ２００ｍメドレーリレー 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 ２００ｍメドレーリレー 優勝 ２－１３－１０

（しばがき　かなめ） 加須市三俣小学校５年
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 チーム ３位 １66.5645点 Ｈ26年度 最優秀選手賞　受賞

（よしの　みちか） 早稲田大学１年 ﾌﾘｰｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ ３位 89.3333点
FINAｼﾝｸﾛﾜｰﾙﾄﾞ･ﾄﾛﾌィｰ ﾊｲﾗｲﾄﾙｰﾃィｰﾝ ２位 90.4000点

シンクロ 宮内　花菜 女 アテナアクアメイツ 伊藤　晴香 13-15歳ｿﾛ･ﾃﾞュｴｯﾄ大会 デュエット 優勝 140.5222点
（みやうち　かな） さいたま市大原中学校３年 中村　美香子 13-15歳ｿﾛ･ﾃﾞュｴｯﾄ大会 ソロ ２位 140.9444点

ﾁェｺｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾗｲｽﾞ デュエット ２位 143.3444点
シンクロ 清水　瑠那 女 アテナアクアメイツ 伊藤　晴香 13-15歳ｿﾛ･ﾃﾞュｴｯﾄ大会 デュエット 優勝 140.5222点

（しみず　るな　） さいたま市土合中学校２年

大会名 順位
水球 川田代 悠花 女 秀明英光高校１年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝

(かわたしろ ゆうか) 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
水球 大川 さくら 女 秀明英光高校１年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝

(おおかわ さくら) 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
水球 工藤 恭子 女 秀明英光高校１年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝

(くどう きょうこ) 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
水球 渋谷 紗代 女 秀明英光高校１年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝

(しぶや さよ) 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
水球 西山 風花 女 秀明英光高校１年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝

(にしやま ふうか) 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
水球 橋田 舞子 女 秀明英光高校１年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝

(はしだ まいこ) 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
水球 飯田 鈴可 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝

(いいだ れいか)

水球 岩野 夏帆 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝
(いわの かほ)

水球 坂井 菜那子 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝
(さかい ななこ)

水球 須藤 舞雪 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝
(すとう まゆ)

成績
種目 氏名 性 所属 チーム名担当コーチ

種目 氏　　名 性 所属 担当コーチ 備考
成績



大会名 順位
水球 野々村 悠名 女 秀明英光高校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝

(ののむら はるな)

水球 武蔵 優希 女 秀明英光高校３年 濱田　卓 埼玉選抜 全国JOC夏季大会 優勝
(むさし ゆうき)

水球 小森谷 萌花 女 川口総合高校１年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
(こもりや もえか)

水球 小林 鈴々音 女 川口市幸並中学校２年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
(こばやし すずね)

水球 山本 めい 女 上尾市太平中学校１年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
(やまもと めい)

水球 山本 はる 女 上尾市枚方小学校６年 濱田　卓 埼玉選抜 全日本ユース 優勝
(やまもと はる)

＜特別賞＞　１０名

競泳 星　奈津美 女 ミズノ
（ほし　なつみ）

競泳 瀬戸　大也 男 早稲田大学４年
（せと　だいや） JSS毛呂山SS

競泳 江原　騎士 男 自衛隊体育学校
（えはら　ないと）

競泳 古賀　淳也 男 第一三共株式会社
（こが　じゅんや） 埼玉スウィンＳＳ

競泳 金子　雅紀 男 YURAS
（かねこ　まさき）

競泳 酒井　夏海 女 さいたま市土合中学校３年
（さかい　なつみ） スウィン南越谷SS

水球 大川　慶悟 男 秀明英光高校（教）
（おおかわ　けいご） 全日体大

水球 志水　祐介 男 ブルボン
（しみず　ゆうすけ） ﾌﾞﾙﾎﾞﾝｳォｰﾀｰﾎﾟﾛｸﾗﾌﾞ柏崎

水球 荒井　陸 男 プラザハウス
（あらい　あつし） 全日体大

水球 足立　聖弥 男 日本体育大学
（あだち　せいや）

種目 氏名 所属 担当コーチ

成　　　績

リオデジャネイロオリンピック競技大会　銅メダル（２大会連続）

リオデジャネイロオリンピック競技大会　銅メダル

リオデジャネイロオリンピック競技大会　銅メダル

チーム名
成績

リオデジャネイロオリンピック競技大会　出場

リオデジャネイロオリンピック競技大会　出場

リオデジャネイロオリンピック競技大会　出場

リオデジャネイロオリンピック競技大会　出場

リオデジャネイロオリンピック競技大会　出場

リオデジャネイロオリンピック競技大会　出場

リオデジャネイロオリンピック競技大会　出場

種目 氏　　名 性 所　　属

性


