
大会名 種目 順位 記録

競泳 井田　憲吾 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本選手権 　５０ｍバタフライ 優勝 ２３．２７ 日本新

（いだ　けんご） ジャパンオープン 　５０ｍバタフライ 優勝 ２３．４２

競泳 深川　聖史 男 自衛隊体育学校 井田　憲吾
（ふかがわ　まさし）

大会名 種目 順位 記録

1 競泳 瀬戸　大也 男 JSS毛呂山SS 梅原　孝之 世界水泳選手権 ２００m個人メドレー 優勝 １：５６．１４ Ｈ24年度 最優秀選手賞受賞

（せと　だいや） 全日本空輸株式会社 ４００m個人メドレー 優勝 ４：０８．９５

２００ｍバタフライ ２位 １：５３．８６

2 競泳 江原　騎士 男 自衛隊体育学校 伊藤　秀介 ジャパンオープン ４００ｍ自由形 優勝 ３：４９．６５ Ｈ28年度 最優秀選手賞受賞

（えはら　ないと）

3 競泳 山崎　貴大 男 自衛隊体育学校 深川　聖史 日本選手権(25m) １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５１．２１

（やまざき　たかひろ） 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２３．７９

4 競泳 鮫島　渓太 男 株式会社　武蔵野銀行 日本社会人選手権 ４００m個人メドレー 優勝 ４：２７．４０

（さめしま　けいた　）

5 競泳 佐藤　千夏 女 スウィン大教SS 原田　良勝 ユニバーシアード ８００ｍ自由形 ３位 ８：３８．１９

（さとう　ちなつ） 早稲田大学２年

6 競泳 酒井　夏海 女 スウィン美園SS 渡部　信 ジャパンオープン 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２８．２８ Ｈ30年度 最優秀選手賞受賞

（さかい　なつみ） 武南高校３年 １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５９．９５

日本選手権 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２８．１８

１００ｍ背泳ぎ 優勝 ５９．９８

全国JO春季大会（短）   5０ｍ背泳ぎ 優勝 ２６．５３

全国JO夏季大会 １００ｍ自由形 優勝 ５４．４８ 大会新

２００ｍ自由形 優勝 ２：００．２８

日本高校選手権 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １：００．２１

２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：１０．９６

国民体育大会 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：１１．３５

４×１００mFR 優勝 ３：４２．９１

４×１００mMR 優勝 ４：０３．９４

担当コーチ

＜優秀選手賞＞　４８名

備考

＜最優秀指導者賞＞　１名

種目 氏　　名 性 所　　属 担当選手

成　　績
性 所　　属

２０１９年度  （一社）埼玉県水泳連盟表彰　受賞者一覧

種目 氏名 性 所属 担当コーチ
成績

＜最優秀選手賞＞　１名

種目 氏　　名

備考



成績

大会名 種目 順位 記録

7 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 １００ｍバタフライ 優勝 ５９．３９

（たじま　れな） 春日部共栄高校３年 全国JO夏季大会 １００ｍバタフライ 優勝 ５９．０９

国民体育大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４２．９１

４×１００mMR 優勝 ４：０３．９４

8 競泳 宮坂　倖乃 女 コナミSC北浦和 畑井　宏道 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３０．８４ 短水路日本高校新
（みやさか　ゆきの） 春日部共栄高校３年

(H31.3.30現在）
１００ｍ平泳ぎ 優勝 １：０６．２３

9 競泳 松山　陸 男 埼玉スウィンSS鷲宮 牛久保　聡 日本高校選手権 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：００．９５

（まつやま　りく） 春日部共栄高校３年 （東京都オープン水泳競技大会 11.23   5０ｍ背泳ぎ 優勝 ２５．５１ 日本高校新

10 競泳 井坂　友紀 女 埼玉スウィンSS 山田　裕一 全国JO夏季大会 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２：２８．９３

（いさか　ゆき） 春日部共栄高校３年 国民体育大会 ４×１００mMR 優勝 ４：０３．９４

11 競泳 山本　葉月 女 埼玉スウィンSS 山田　裕一 全国JO夏季大会 １００ｍ自由形 優勝 ５６．５９

（やまもと　はづき） 花咲徳栄高校２年 日本高校選手権 ２００ｍ自由形 優勝 ２：００．６２

国民体育大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４２．９１

４×１００mMR 優勝 ４：０３．９４

12 競泳 上原　みなみ 女 東京ドルフィン桜台 戸田　達夫 国民体育大会 ４×１００mFR 優勝 ３：４２．９１

（うえはら　みなみ） 星野高校２年

13 競泳 丹保　陸 男 スウィン美園SS 渡部　信 国民体育大会 １００ｍバタフライ 優勝 ５４．０７

（　たんぼ　りく） 埼玉栄高校１年

14 競泳 古俣　桜 女 スウィン大教SS蓮田 原田　良勝 全国中学校 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：１６．１８

（こまた　さくら） 蓮田黒浜西中学３年

15 競泳 藤縄　優花 女 コナミＳＣ北浦和 畑井　宏道 アジアエージグループ選手権 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３３．３２

（ふじなわ　ゆうか　） 早稲田実業学校中等部３年 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １：１１．６６

２００ｍ平泳ぎ 優勝 ２：３４．８４

16 競泳 佐々木　美莉 女 埼玉スウィンSS鷲宮 牛久保　聡 アジアエージグループ選手権 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２９．２５

（ささき　みり） 久喜市栗橋東中学校２年 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １：０２．７９

２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：１８．８４

17 競泳 長島　秀哉 男 埼玉スウィンSS鷲宮 牛久保　聡 全国JO夏季大会 １００ｍ背泳ぎ 優勝 ５７．７８

（ながしま　しゅうや） 久喜市鷲宮中学校２年 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 ２：０４．５７

18 競泳 加藤　心冨 女 スウィン鴻巣SS 島村　真悟 全国JO夏季大会 １００ｍ平泳ぎ 優勝 １：０９．９７

（かとう　ことみ） 東松山市北中学校2年

19 競泳 園田　陽大 男 埼玉スウィン加須SS 須藤　優太 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ自由形 優勝 ２５．３９

（そのだ　はると　） 加須市加須東中学校１年 １００ｍバタフライ 優勝 ５８．１１

全国JO夏季大会 １００ｍ自由形 優勝 ５５．７４

１００ｍバタフライ 優勝 ５８．７９

20 競泳 小牧　彩音 女 スパ&スポーツユアー蕨 尾崎　麻佐美 全国JO春季大会（短） １００ｍバタフライ 優勝 １：０１．１４

（こまき　あやね） 戸田市新曽中学校１年

21 競泳 柴田　結衣 女 コナミSC北浦和 畑井　宏道 全国JO春季大会（短） ２００ｍ自由形 優勝 ２：０３．８４

（しばた　ゆい） さいたま市田島中学校１年 全国JO夏季大会 １００ｍ自由形 優勝 ５８．８５

性 所属 担当コーチ 備考種目 氏名



成績

大会名 種目 順位 記録

22 競泳 飯田　陽成 男 コナミＳＣ入間 川端　諒太朗 全国JO春季大会（短） １００ｍ自由形 優勝 ５４．５７

（いいだ　ようせい） 狭山市柏原中学校１年

23 競泳 坂巻　奈央 女 スウィン埼玉 宮尾　康寿 全国JO夏季大会 ４×５０mFR 優勝 １：５１．０４

（さかまき　なお） 上尾市大石中学校１年

24 競泳 山田　菜月 女 スウィン埼玉 宮尾　康寿 全国JO夏季大会 ４×５０mFR 優勝 １：５１．０４

（やまだ　なつき） 桶川市加納中学校１年

25 競泳 髙橋　彩加 女 スウィン埼玉 宮尾　康寿 全国JO夏季大会 ４×５０mFR 優勝 １：５１．０４

（たかはし　あやか） 伊奈町小針中学校１年

26 競泳 山本　結月 女 埼玉スウィンSS 山田　裕一 全国JO夏季大会 　５０ｍ自由形 優勝 ２７．４３

（やまもと　ゆづき） 上尾大石中学校１年 ４×５０mFR 優勝 １：５１．０４

27 競泳 園部　ゆあら 女 スウィン大教SS 原田　良勝 全国JO春季大会（短） 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２８．７９

（そのべ　ゆあら） さいたま市蓮沼小学校６年 １００ｍ背泳ぎ 優勝 １：０１．７４

全国JO夏季大会 ２００ｍ自由形 優勝 ２：０６．７４

　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２９．９１

１００ｍ背泳ぎ 優勝 １：０４．８３

28 競泳 板谷　久瑠実 女 スウィン越谷SS 磯川　憲一 全国JO夏季大会 　５０ｍ自由形 優勝 ２８．１８ 大会新

（いたや　くるみ） 越谷市平方小学校５年 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３２．５７

29 競泳 小川　翔慎 男 コナミ北浦和 畑井　宏道 全国JO春季大会（短） 　５０ｍバタフライ 優勝 ２９．７１

（おがわ　しょうま　） 埼玉大学付属小学校５年 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２：２３．４２

30 競泳 中村　洋子 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ４１．０２

（なかむら　ようこ）

31 競泳 佐藤　順子 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ３：２３．７８ 大会新

（さとう　じゅんこ　） １００ｍバタフライ 優勝 １：３０．９４ 大会新

32 競泳 北島　幸典 男 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 １００ｍ自由形 優勝 １：０３．７４

（きたじま　ゆきのり　）

33 競泳 山岸　千春 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 ２００ｍ個人メドレー 優勝 ３：１７．７５

（やまぎし　ちはる）

34 競泳 斎藤　千洋 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 　５０ｍバタフライ 優勝 ３４．１９

（さいとう　ちひろ） ４×５０mMR 優勝 ２：０９．０５

35 競泳 宮園　智美 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３８．２８ 大会新

（みやぞの　ともみ） ４×５０mMR 優勝 １：５６．０２

36 競泳 佐藤　美幸 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３３．９９

（さとう　みゆき） １００ｍ背泳ぎ 優勝 １：１３．０６

４×５０mR 優勝 １：５７．４２

４×５０mMR 優勝 ２：０９．０５

37 競泳 金子　雅哉 男 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ２７．０７

（かねこ　まさや） ２００ｍ個人メドレー 優勝 ２：１５．０６

４×５０m混合R 優勝 １：４５．９３

４×５０mMR 優勝 １：５６．０２ 大会新

種目 氏名 性 所属 担当コーチ 備考



成績

大会名 種目 順位 記録

38 競泳 北川　麻美 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 　５０ｍ平泳ぎ 優勝 ３４．０１ 大会新

（きたがわ　あさみ） １００ｍ平泳ぎ 優勝 １：１３．９５ 大会新

４×５０m混合R 優勝 １：４５．９３

４×５０mR 優勝 １：５７．４２

４×５０mMR 優勝 １：５６．０２ 大会新

４×５０mMR 優勝 ２：０９．０５

39 競泳 時岡　由夏 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 　５０ｍ背泳ぎ 優勝 ３２．４２

（ときおか　ゆか） ４×５０m混合R 優勝 １：４５．９３

４×５０mR 優勝 １：５７．４２

４×５０mMR 優勝 １：５６．０２ 大会新

４×５０mMR 優勝 ２：０９．０５

40 競泳 日景　みちよ 女 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 ４×５０mR 優勝 １：５７．４２

（ひかげ　みちよ）

41 競泳 堀本　晋哉 男 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 ４×５０mMR 優勝 １：５６．０２ 大会新

（ほりもと　しんや）

42 競泳 益子　勇也 男 埼玉県 日本スポーツマスターズ大会 ４×５０m混合R 優勝 １：４５．９３

（ましこ　ゆうや）

43 OWS 宮本　陽輔 男 自衛隊体育学校 本崎　智久 FINAﾏﾗｿﾝｽｲﾐﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞｼﾘｰｽﾞ １０ｋｍ 優勝 1：34.44.00 日本人初優勝

（みやもと　ようすけ　） アジア選手権 ５ｋｍ ２位 1：12.28.3

44 AS 柳澤　明希 女 アテナアクアメイツ 千葉　恵子 ワールドシリーズ第５戦 チームフリールーティン 優勝 93.0333
（やなぎさわ　あかね） 法政大学３年 ・ジャパンオープン ハイライトルーティン 優勝 92.0000

フリーコンビネーション 優勝 92.3000
ワールドシリーズ第６戦 チームフリールーティン 優勝 92.2833

フリーコンビネーション 優勝 93.8167

45 AS 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 チームテクニカル 優勝 84.9948
（しみず　るな） 武南高校２年 チームフリールーティン 優勝 87.7333

46 AS 加藤　真帆 女 アテナアクアメイツ 千葉　恵子 アジアエージグループ選手権 ＦＣ 優勝 86.3333
（かとう　まなほ） 星野高校２年 チームテクニカル 優勝 84.9948

チームフリールーティン 優勝 87.7333

47 水球 山本　将行 男 埼玉栄高校２年 アジアエージグループ選手権 優勝

(やまもと 　まさゆき)

48 水球 中村　大智 男 秀明英光高校２年 アジアエージグループ選手権 優勝

(なかむら　だいち)

競泳 瀬戸　大也 男 JSS毛呂山SS

（せと　だいや） 全日本空輸株式会社

種目 氏名 性 所属 担当コーチ 備考

世界水泳選手権（韓国 光州）　金メダル　二冠達成　

＜特別賞＞　１名
種目 氏　　名 性 所　　属 成　　　績


