
 2014年度　ナショナル強化選手合宿　(男子）

氏　名 ふりがな

ヘッドコーチ 立川　道宣 たちかわ　みちのぶ

井澤　明美 いざわ　あけみ

石森　昌治 いしもり　まさはる

植田　義之介 うえだよしのすけ

及川　良 おいかわ　りょう

大森　貴博 おおもり　たかひろ

小黒　裕二 おぐろ　ゆうじ

小野川　隆 おのがわ たかし

片山　辰彦 かたやま　たつひこ

加藤　義之 かとう　よしゆき

神谷　明栄 かみたに　よしたか

茅原　直人 かやはら　なおと

草野　伸行 くさの　のぶゆき

栗田　朋美 くりた　ともみ

小玉　和雄 こだま　かずお

後藤　文隆 ごとう　ふみたか

今野　真理子 こんの　まりこ

坂田　力丸 さかた　りきまる

佐藤　郁夫 さとう　いくお

佐藤　佑樹 さとう　ゆうき

澤田　康永 さわだ　やすなが

塩崎　健太 しおざき　けんた

志田　正弘 しだ　まさひろ

城市　智子 じょういち　ともこ

大勝　智 だいかつ さとし

武井　暢也 たけい　まさや

建部　祥吾 たてべ　しょうご

角田篤俊 つのだ　あつとし

中川　智之 なかがわ　さとし

南條　正行 なんじょう　まさゆき

原田　保寿 はらだ　やすひさ

深田　大貴 ふかだ　まさたか

村上　功 むらかみ　いさお

吉田　英二 よしだ　えいじ

渡辺　篤 わたなべ　あつし

氏　名 ふりがな 学年 学校 所属
1 FR 50 村上　雅弥 むらかみ　まさや 中3 香川大学教育学部附属坂出中学校 坂出伊藤SS
2 FR/IM 100/200/400 溝畑　樹蘭 みぞはた　じゅらん 高1 報徳学園高校 コナミ本店西宮
3 FR 100 本郷　史温 ほんごう　しおん 中2 宇都宮市立陽南中学校 スウィン宇都宮スイミングスクール
4 FR 200 吉田　冬優 よしだ　ふゆ 高2 淑徳巣鴨高校 三菱養和スイムスクール
5 FR 200 神近　洋佑 かみちか　ようすけ 高2 豊川高校 BIG東海
6 FR 200/400 岡本　拓巨 おかもと　たくみ 高1 野田学園高校 KRR Athlete Club
7 FR 200/400 田中　航希 たなか　こうき 中3 越谷市立富士中学校 スウィン南越谷
8 FR 200/400 辰巳　海斗 たつみ　かいと 中3 京都教育大学附属桃山中学校 ＫＯＮＡＭＩスポーツクラブ伏見
9 FR/IM 200 石井　瑛章 いしい　てるあき 中3 熊谷市立妻沼東中学校 埼玉スウィンSS熊谷

10 FR 200/400 田北　峻 たきた　しゅん 中2 高根沢町立阿久津中学校 御幸ヶ原ＳＳ
11 FR 200/400 斉藤　堅生 さいとう　けんせい 中1 大阪市立天満中学校 ライフスポーツKTV豊中
12 FR 200 木下　大和 きのした　やまと 中1 東海市立加木屋中学校 スポーツ＆カルチャー　ビック・エス東海
13 FR 200 熊澤　将大 くまざわ　しょうた 中1 東松山市立北中学校 スウィン東松山
14 FR 200/400 西田　大晟 にしだ　たいせい 中1 八王子市立第七中学校 アクラブ堀之内
15 FR 400 有賀　樹 ありが　いつき 高１ 小松市立高校 小松SC
16 FR/FLY/IM 200/400/1500 高橋　明日翔 たかはし　あすか 中3 稲城市立稲城第六中学校 アクラブ稲城
17 FR 400 中島　涼 なかじま　りょう 中3 札幌市立東栄中学校 コナミ白石
18 FR 400 綾　崇稀 あや　たかき 中2 香川大学教育学部付属坂出中学校 坂出伊藤SS
19 FR 400/1500 菖池　竜輝 しょういけ　たつき 中2 三田市立富士中学校 コナミ三田
20 FR/FLY 200/400 石原　諒太郎 いしはら　りょうたろう 中2 大和市立つきみ野中学校 コナミ中央林間
21 FR 400/1500 加藤　大志朗 かとう　だいしろう 中2 さいたま市立城北中学校 スウィン大教大宮東
22 FR 1500 戸崎　祐 とざき　たすく 高2 静岡県立磐田農業高校 浜名湖スイミングスクール
23 FR 1500 髙橋　洸輝 たかはし　こうき 中3 前橋市立第六中学校 前橋スイミングスクール
24 FR 1500 尾﨑　健太 おざき　けんた 中3 あきる野市立御堂中学校 セントラル福生
25 FR 1500 種村　颯太 たねむら　そうた 中3 天理中学校 ニッシンスイミングスクール
26 FR 1500 吉田　啓祐 よしだ　けいすけ 中2 唐津市立第五中学校 ビートスイミングクラブ唐津
27 BA 200 山元　悠叶 やまもと　ゆうと 中2 京都市立蜂ヶ岡中学校 セントラル太泰
28 BR 100/200 日本　雄也 ひのもと　ゆうや 高3 関西高校 アクロポート
29 BR 100/200 武良　竜也 むら　りゅうや 高3 米子北高校 米子スイミングスクール
30 BR 100 大木　淳平 おおき　じゅんぺい 高2 私立春日部共栄高校 埼玉スウィンスイミングスクール
31 BR 100/200 稲垣　大智 いながき　だいち 中3 伯耆町立岸本中学校 米子スイミングスクール
32 BR 100/200 大崎　威久馬 おおさき　いくま 中3 桐朋中学校 藤村スイムスクール
33 BR 100/200 花車　優 はなぐるま　ゆう 中3 香川大学教育学部附属坂出中学校 坂出伊藤SS
34 BR 100/200 下野　友寛 しもの　ともひろ 中3 岐阜西中学校 本巣スイミングスクール
35 BR 100/200 濵本　周樹 はまもと　しゅうき 中3 下関市立川中中学校 下関スイムクラブ　KSG下関
36 BR 100/200 林　太陽 はやし　たいよう 中1 川口市立上青木中学校 スウィン東光
37 BR 100/200 伊藤　康秀 いとう　やすひで 中1 北区立十条富士見中学校 東京スイミングセンター
38 BR 200 大久保　琳太郎 おおくぼ　りんたろう 高3 豊川高校 スポーツBOX豊川
39 BR 200 加藤　弘之 かとう　ひろゆき 高2 武蔵野高校 成増ロンドスイミングスクール
40 BR 200 中西芳明アレックス なかにしよしあきあれっくす 中3 千葉市立稲浜中学校 稻毛インターナショナルスイミングスクール
41 BR 200 平石　稜人 ひらいし　やまと 中2 文京区立第一中学校 東京スイミングセンター
42 BR 200 深沢　大和 ふかさわ やまと 中2 成城学園中学校 Style１
43 BR 200 永井　翔太 ながい　しょうた 中1 名古屋市立長良中学校 JSS中川
44 BR 200 大倉　綾太 おおくら　りょうた 中1 日本大学豊山中学校 セントラル浦安
45 FLY 100/200 幌村　尚 ほろむら　なお 高1 兵庫県立西脇工業高校 ナイススポーツプラザ
46 FLY 100/200 阪本　祐也 さかもと　ゆうや 中3 大紀町立大宮中学校 大紀ＳＣ
47 FLY 200 石橋　怜悟 いしばし　れいご 中2 さいたま市立常盤中学校 コナミ北浦和
48 FLY 200 林　孝晟 はやし　こうせい 高3 ルーテル学院高校 ルーテル学院高校
49 FLY 200 熊谷　和哉 くまがい　かずや 高1 長岡大手高校 アクシーひがし
50 FLY 200 馬場　航平 ばば　こうへい 高3 法政大学第二高校 のぼりとスイミングクラブ
51 FLY 200 寺田　拓未 てらだ　たくみ 高2 福島県立湯本高校 スウィン大教SSいわき
52 FLY 200 猪狩　雄哉 いがり　ゆうや 高2 東北学院高校
53 FLY 200 樋口　淳哉 ひぐち　じゅんや 高2 九州産業大学付属九州高校
54 FLY 200 居相　良介 いあい　りょうすけ 高1 横浜市立青葉台中学校 横浜サクラスイミングスクール
55 IM 200/400 竹内　智哉 たけうち　ともや 高1 湘南工科大学附属高校 ヨコハマスイミングクラブ
56 IM 200/400 初谷　智輝 はつがい　ともき 中3 東京学芸大学付属竹早中学校 東京スイミングセンター
57 IM 200 大武　誠之 おおたけ　まさゆき 中2 芝浦工業大学中学校 ドゥ・スイミングスクール豊洲
58 IM 200 関　飛翔 せき　つばさ 中1 千葉市立幕張西中学校 ルネサンス幕張
59 IM 400 本庄　智貴 ほんじょう　ともき 高1 埼玉栄高校 JSS毛呂山
60 IM 400 村田　翔 むらた　かける 高1 淑徳巣鴨高校 東京スイミングセンター
61 IM 400 野田　瑛太 のだ　えいた 中3 群馬大学教育学部附属中学校 スウィン前橋
62 IM 400 武井凜太郎 たけい　りんたろう 中2 福岡市立城西中学校 福岡スイミングクラブ

セントラル福生

アクラブ堀之内
埼玉スウィンSS熊谷
東北学院高校
のぼりとスイミングクラブ

種目

アクロポート
九州産業大学付属九州高校
豊川高校
スウィン前橋
米子スイミングスクール

稻毛インターナショナルスイミングスクール
藤村スイムスクール

三菱養和スイムスクール

アクラブ稲城
スポーツ＆カルチャー　ビッグ・エス東海
前橋スイミングスクール
ヨコハマスイミングクラブ
坂出伊藤SS
スウィン大教SSいわき
KRR Athlete Club

ドゥ・スイミングスクール豊洲

御幸ヶ原ＳＳ
スウィン大教大宮東
スウィン東松山
コナミ三田
成増ロンドスイミングスクール
コナミ白石
ニッシンスイミングスクール
Style1
スウィン南越谷

JSS中川

所属
東京スイミングセンター
セントラル太秦
埼玉スウィンスイミングスクール
下関スイムクラブ　KSG下関



 2014年度　ナショナル強化選手合宿　(女子）

氏　名 ふりがな

ヘッドコーチ 山室　護 やまむろ　まもる

青井　良樹 あおい　よしき

赤崎　由香 あかさき　ゆか

安藤　大悟 あんどう　だいご

伊石　晋司 いせき　しんじ

一木　成行 いちき　なるゆき

牛久保　聡 うしくぼ　さとし

大畑　豊 おおはた　ゆたか

岡本　徹 おかもと　とおる

小川　恵 おがわ　さとし

奥村　幸大 おくむら　よしひろ

小倉　瞳 おぐら　ひとみ

金城　久峰 かねしろ　ひさみね

河合　大輔 かわい　だいすけ

小池　隆治 こいけ　たかはる

坂根　徹 さかね　とおる

薩摩　将広 さつま　まさひろ

関野　泉 せきの　いず

堂山　盛樹 どうやま　しげき

林　佐知子 はやし　さちこ

水原　優 みずはら　ゆう

村上　二美也 むらかみ　ふみや

八神　慎介 やがみ　しんすけ

山口　高広 やまぐち　たかひろ

山本　成洋 やまもと　しげひろ

横山　慎一 よこやま　しんいち

渡辺　浩一 わたなべ　こういち

渡邉　康一 わたなべ　こういち

氏　名 ふりがな 学年 学校 所属
1 FR 50/100 柴田　夏海 しばた　なつみ 中3 さいたま市立本太中学校 コナミ北浦和
2 FR/FLY 50/100 池江　璃花子 いけえ　りかこ 中2 江戸川区立小岩第四中学校 ルネサンス亀戸
3 FR 50 大内　紗雪 おおうち　さゆき 中１ 藤沢市立明治中学校 キッツウェルネス藤沢
4 FR/IM 100/200 笹原　世玲菜 ささはら　せれな 中2 真岡市立真岡中学校 F-Big
5 FR 200 丸山　夏輝 まるやま　なつき 高1 近畿大学付属高校 イトマンスイミングスクール
6 FR 200 金森　あい かなもり　あい 中2 武蔵野中学校 東京スイミングセンター
7 FR 200 笠原　瑠南 かさはら　るな 中2 大阪聖母学院中学校 枚方スイミングスクール
8 FR 200 竹村　花梨 たけむら　かりん 中2 大阪教育大学附属平野中学校 大阪水泳学校
9 FR 200 辻　薫乃 つじ　ゆきの 中１ 京都市立深草中学校 コナミ伏見

10 FR 400 清水　史華 しみず　ふみか 高2 兵庫県立姫路商業高校 サンスポーツクラブ姫路
11 FR 400/800 緑川　瑠流 みどりかわ　るる 中1 川口市立元郷中学校 東川口スイミングセンター
12 FR 800 高橋　美空 たかはし　みく 中2 岡山市立福浜中学校 レイスポーツクラブ岡山
13 BA 100/200 小西　杏奈 こにし　あんな 高3 豊川高校 スポーツBOX豊川
14 BA 100/200 湯原　利佳 ゆはら　りか 高1 渋谷教育学園幕張高校 Nalu Aquatic Club
15 BA 100 杉山　華彩 すぎやま　かや 高1 静岡県立静岡東高校 とこはSS
16 BA 100/200 白井　璃緒 しらい　りお 中3 宝塚市立宝塚中学校 JSS宝塚スイミングスクール
17 BA 100/200 関口　真穂 せきぐち　まほ 中2 前橋市立第三中学校 スウィン前橋
18 BA/IM 100/200/400 酒井　夏海 さかい　なつみ 中1 さいたま市立土合中学校 スウィン南越谷
19 BA 100 高瀬　陽 たかせ　ひなた 中1 さいたま市立木崎中学校 スウィン大宮南
20 BA 200 斉藤　ゆり子 さいとう　ゆりこ 高3 佐野日本大学中等教育学校 スウィン館林
21 BA 200 居林　優衣 いばやし　ゆい 中2 尼崎市立成良中学校 （公財）尼崎市スポーツ振興事業団
22 BA 200 小堀　倭加 こぼり　わか 中2 相模原市立旭中学校 相模原DC
23 BR 100 深澤　舞 ふかさわ　まい 高1 栃木県立黒磯南高校 黒磯インター
24 BR 100/200 横田　早桜 よこた　さお 中3 さいたま私立指扇中学校 スウィン大宮西
25 BR 100 徳永　彩花 とくなが　あやか 中3 佐倉市立臼井中学校 ウスイＳＣ
26 BR 100/200 宮坂　倖乃 みやさか　ゆきの 中2 埼玉大学教育学部附属中学校 コナミ北浦和
27 BR 200 千田　舞奈美 ちだ　まなみ 高1 春日部共栄高校 埼玉スウィン鷲宮
28 BR 200 池　言乃 いけ　ことの 高3 神奈川県立藤沢西高等学校 NECGSC溝口
29 BR 200 赤石　咲乃 あかいし　さきの 高1 東北高校 ピュア大和
30 BR 200 齋藤　咲恵 さいとう　さえ 高1 豊川高校 スポーツBOX豊川
31 BR 200 松原　空彩虹 まつばら　そよか 高1 豊川高校 東邦SC
32 BR 200 守　萌々子 もり　ももこ 中3 昌平中学校 野間AC
33 BR 200 宮﨑　海乃 みやざき　うみの 中2 秋田市立東中学校 セントラル秋田
34 BR 200 松木　琴美 まつぎ　ことみ 中1 南国市立香長中学校 スポーツクラブZEYOスイミングスクール
35 BR 200 大島　彩奈 おおしま　あやな 中1 愛知淑徳中学校
36 FLY 100 末下　愛音 まつした　あいね 高1 近畿大学付属高校 イトマンスイミングスクール
37 FLY 100 西村　麻亜 にしむら　まいあ 中2 明石市立魚住中学校 ＪＳＳ大久保スイミングスクール
38 FLY 100 山川　唯巴 やまかわ　いのは 中2 千葉市立打瀬中学校 ルネサンス幕張
39 FLY 100 平田　美幸 ひらた　みゆき 中１ 宇和島市立津島中学校 クアスイミングスクール
40 FLY 200 平野　香緒里 ひらの　かおり 高3 市原中央高校 ルネサンス士気
41 FLY 200 末吉　萌 すえよし　もえ 高3 太成学院大高校 枚方スイミングスクール
42 FLY 200 五島　実咲 ごとう　みさき 中2 香芝市立香芝北中学校 イトマンスイミングスクール真美ケ丘
43 FLY 200 林　希菜 はやし　きな 中1 大阪市立天下茶屋中学校 イトマンスイミングスクール
44 ＩM 200 神﨑　百恵 こうざき　ももえ 高1 ルーテル学院高校 マリーン鹿本
45 ＩM 200/400 岡村　瞳 おかむら　ひとみ 高1 日本大学三島高校 イトマンスイミングスクール御殿場
46 IM 200/400 佐々木　杏奈 ささき　あんな 中2 横浜市立西谷中学校 SP報徳左近山
47 ＩM 200/400 小嶋　美紅 こじま　みく 中2 大東市立南郷中学校 JSSガボスイミングスクール
48 IM 400 山田　千尋 やまだ　ちひろ 高3 豊川高校 スポーツBOX豊川

大阪水泳学校
ルネサンス士気あすみが丘
クアスイミングスクール
SP報徳左近山

豊川高校
（公財）尼崎スポーツ振興事業団

種目

スウィン大宮南
JSS大久保スイミングスクール
東川口スイミングセンター
イトマンスイミングスクール真美ケ丘
ルネサンス亀戸
愛知淑徳中学校
コナミ北浦和

キッツウェルネス藤沢

Nalu Aquatic Club
埼玉スウィン鷲宮
F-Big
枚方スイミングスクール
JSS宝塚スイミングスクール
イトマンスイミングスクール
コナミ伏見
JSSガボスイミングスクール
NECGSC溝口

とこはSS

所属
スウィン前橋
レイスポーツクラブ岡山
スポーツクラブZEYOスイミングスクール
ピュア大和


