
【訂正及びスタッフ追加】2016年10月18日

氏　名 ふりがな 所　属

監督 田中　孝夫 たなか　たかお 日本オリンピック委員会

ヘッドコーチ 平井　伯昌 ひらい　のりまさ 東洋大学

コーチ 梅原　孝之 うめはら　たかゆき JSS毛呂山スイミングスクール

コーチ 奥野　景介 おくの　けいすけ 早稲田大学

コーチ 佐々木　祐一郎 ささき　ゆういちろう 中京大学

コーチ 中川　智之 なかがわ　さとし 三菱養和スイムスクール

コーチ 堀之内　徹 ほりのうち　とおる イトマンスイミングスクール

コーチ 村上　二美也 むらかみ　ふみや スポーツクラブ＆スパ　ルネサンス亀戸

コーチ 横山　貴 よこやま　たかし 神奈川大学

トレーナー 佐々木　秀男 ささき　ひでお （独）日本スポーツ振興センター

トレーナー 藤田　敬 ふじた　たかし （有）A・Mプランニング

トレーナー 大久保　泉美 おおくぼ　いずみ （株）エナメディカル

トレーナー 大野　健太 おおの　けんた 新潟リハビリテーション病院

総務 村松　さやか むらまつ　さやか （独）日本スポーツ振興センター

総務 坂口　結子 さかぐち　ゆうこ （独）日本スポーツ振興センター

氏　　名 ふりがな 所　　　　属 身長 体重 生 年 月 日 年齢

男 子 自 由 形 中村　克 なかむら　かつみ イトマン東進 183 75 1994年 22

自 由 形 中尾　駿一 なかお　しゅんいち 岡山大学（3年） 182 63 1995年 20

自 由 形 古賀　淳也 こが　じゅんや 第一三共（株）・埼玉スウィンスイミングスクール 181 74 1987年 29

自 由 形 天井　翼 あまい　つばさ 東洋大学（4年） 185 72 1994年 22

自 由 形 松元　克央 まつもと　かつひろ 明治大学（2年）・セントラルスポーツ 185 81 1997年 19

自 由 形 吉田　冬優 よしだ　ふゆ 明治大学（1年）・三菱養和スイムスクール 188 85 1997年 18

自 由 形 平井　彬嗣 ひらい　あやつぐ 郵船ロジスティクス（株） 172 66 1993年 23

自 由 形 竹田　渉瑚 たけだ　しょうご 法政大学（4年）・イトマンスイミングスクール 174 60 1995年 21

背 泳 ぎ 長谷川　純矢 はせがわ　じゅんや ミキハウス 180 70 1993年 22

バ タ フ ラ イ 川本　武史 かわもと　たけし 中京大学（4年） 174 76 1995年 21

背泳ぎ・バタフラ
イ・個人メドレー 瀬戸　大也 せと　だいや 早稲田大学（4年）・JSS毛呂山スイミングスクール 174 73 1994年 22

背 泳 ぎ ・
個人メドレー 砂間　敬太 すなま　けいた 中央大学（3年）・イトマンスイミングスクール 180 77 1995年 21

背 泳 ぎ 金子　雅紀 かねこ　まさき YURAS・筑波大学大学院（2年） 182 75 1992年 24

平 泳 ぎ 小関　也朱篤 こせき　やすひろ ミキハウス 188 80 1992年 24

平 泳 ぎ 岡﨑　晃一郎 おかざき　こういちろう 海上自衛隊 江田島 176 80 1986年 30

平 泳 ぎ 渡辺　一平 わたなべ　いっぺい 早稲田大学（2年） 193 76 1997年 19

バ タ フ ラ イ 岸田　真幸 きしだ　まさゆき アクラブ調布 181 80 1985年 30

バ タ フ ラ イ 坂井　聖人 さかい　まさと 早稲田大学（3年） 181 72 1995年 21

個人メドレー 藤森　丈晴 ふじもり　たけはる ミキハウス 167 63 1994年 22

女 子
自 由 形 ・
バ タ フ ラ イ 池江　璃花子 いけえ　りかこ 淑徳巣鴨高等学校（1年）・スポーツクラブ＆スパ　ルネサンス亀戸 167 55 2000年 16

自 由 形 大内　紗雪 おおうち　さゆき 藤沢市立明治中学校（3年）・ダンロップスポーツクラブ藤沢 157 48 2002年 14

自 由 形 青木　智美 あおき　ともみ 法政大学（4年）・アリーナつきみ野スポーツクラブ 164 56 1994年 21

自 由 形 五十嵐　千尋 いがらし　ちひろ 日本体育大学（3年）・SPEED０　SWIM CLUB 170 61 1995年 21

自 由 形 持田　早智 もちだ　さち 千葉商科大学付属高等学校（2年）・スポーツクラブ＆スパ ルネサンス幕張 165 56 1999年 17

自 由 形 和田　麻里 わだ　あさり 中京大学（4年） 161 53 1994年 21

自 由 形 地田　麻未 ちだ　あさみ ミズノスイムチーム 164 54 1993年 22

背 泳 ぎ 諸貫　瑛美 もろぬき　えみ スウィン館林スイミングスクール 165 58 1992年 23

背 泳 ぎ 赤瀬　紗也香 あかせ　さやか 日本体育大学（4年）・スポーツアカデミー新城 165 58 1994年 22

背 泳 ぎ 後藤　真由子 ごとう　まゆこ 神奈川大学（3年）・JINDAI 168 56 1995年 21

背 泳 ぎ 白井　璃緒 しらい　りお 兵庫県立宝塚東高等学校（2年）・JSS宝塚スイミングスクール 165 59 1999年 17

平 泳 ぎ 鈴木　聡美 すずき　さとみ ミキハウス 168 63 1991年 25

平 泳 ぎ 青木　玲緒樹 あおき　れおな 東洋大学（4年） 167 57 1995年 21

平 泳 ぎ 関口　美咲 せきぐち　みさき 日本体育大学（2年） 163 56 1996年 20

バ タ フ ラ イ 山根　優衣 やまね　ゆい 日本大学（4年）・セントラルスポーツ 166 48 1994年 21

バ タ フ ラ イ 中野　未夢 なかの　みゆ 東洋大学（1年）・アクシーひがし 160 62 1997年 19

バ タ フ ラ イ 奈良　梨花 なら　りか 日出高等学校（3年）・田柄スイミングクラブ 145 43 1998年 18

個人メドレー 大橋　悠依 おおはし　ゆい 東洋大学（3年） 173 54 1995年 20

個人メドレー 今井　月 いまい　るな 豊川高等学校（1年）・コカ・コーラスポーツクラブ 163 50 2000年 16

個人メドレー 清水　咲子 しみず　さきこ ミキハウス 156 50 1992年 24

（日程） 2016年10月13日現在

2016年11月17-20日　アジア選手権（日本・東京）

種　　目

（公財）日本水泳連盟・競泳強化スタッフ

（公財）日本水泳連盟・競泳委員

（公財）日本水泳連盟・競泳委員

（公財）日本水泳連盟・競泳強化スタッフ

（公財）日本水泳連盟・競泳強化スタッフ

（公財）日本水泳連盟・競泳強化スタッフ

（公財）日本水泳連盟・トレーナー会議

（公財）日本水泳連盟・トレーナー会議

役　職 日水連・役職

第10回アジア水泳選手権（2016/東京）水泳選手団・派遣名簿

（公財）日本水泳連盟・理事、競泳委員長

（公財）日本水泳連盟・競泳委員

（公財）日本水泳連盟・競泳委員

競泳

（公財）日本水泳連盟・トレーナー会議

（公財）日本水泳連盟・トレーナー会議

（公財）日本水泳連盟・競泳副委員長

（公財）日本水泳連盟・競泳委員
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【訂正及びスタッフ追加】2016年10月18日

氏　名 ふりがな 所　属

ヘッドコーチ 増岡　啓彰 ますおか　ひろあき 日本体育大学

コーチ 馬淵　崇英 まぶち　すうえい JSS宝塚

コーチ 坂井　弘靖 さかい　ひろやす 日本体育大学

コーチ 金戸　恵太 かねと　けいた KANETO Diving Club

トレーナー 成田　崇矢 なりた　たかや 健康科学大学

氏　　名 ふりがな 所　　　　属 身長 体重 生 年 月 日 年齢

男子 坂井　　丞 さかい　しょう ミキハウス 171 58 1992年 24

岡島　太一 おかじま　たいち 日本体育大学(3年) 157 53 1995年 20

須山　晴貴 すやま　はるき 島根大学(1年)・松江DC 175 70 1998年 18

長谷川　英治 はせがわ　えいじ 日本体育大学(3年) 180 70 1995年 21

荒木　宥図 あらき　ゆうと 日本体育大学(2年) 175 66 1996年 20

大久保　柊 おおくぼ　しゅう 筑波大学(2年) 170 55 1997年 19

金子　舜汰 かねこ　しゅんた 青山学院高等部(1年)・セントラルスポーツ 168 60 2000年 16

女子 板橋　美波 いたはし　みなみ 甲子園学院高等学校(2年)・JSS宝塚 150 47 2000年 16

佐々木　那奈 ささき　なな 甲子園学院高等学校(3年)・JSS宝塚 154 46 1998年 17

荒井　祭里 あらい　まつり 甲子園学院高等学校(１年)・JSS宝塚 149 39 2001年 15

金戸　凜 かねと　りん 日出中学校(1年)・セントラルスポーツ 148 37 2003年 13

安田　舞 やすだ　まい 米子市立弓ヶ浜中学校(2年)・米子DC 150 40 2002年 13

（日程） 2016年10月13日現在

2016年11月17-20日　アジア選手権（日本・東京）

※後日発表

（日程）

2016年11月14-20日　アジア選手権（日本・東京）

氏　名 ふりがな 所　属

ヘッドコーチ 井村　雅代 いむら　まさよ 公益財団法人　日本オリンピック委員会

コーチ 滝田　理砂子 たきた　りさこ 東京シンクロクラブ

コーチ 宮川　美哉 みやかわ　みや 一般社団法人　井村シンクロクラブ

コーチ 小島　晶子 こじま　あきこ アクラブ調布

コーチ 石山　加壽美 いしやま　かずみ 京都踏水会水泳学園

コーチ 中島　貴子 なかじま　たかこ 一般社団法人　井村シンクロクラブ

フィジカルコーチ 浅岡　良信 あさおか　よしのぶ 日本スポーツ振興センター

トレーナー 地神　裕史 じがみ　ひろふみ 国士舘大学

トレーナー 杉田　真理子 すぎた　まりこ ファイテン株式会社

氏　　名 ふりがな 所　　　　属 身長 体重 生 年 月 日 年齢

女子 S/D/T/C/H 乾　友紀子 いぬい　ゆきこ
芦屋大学
一般社団法人井村シンクロクラブ

170 56 1990年 25

S/T/C/H 田崎　明日花 たさき　あすか
慶應義塾大学通信課程
一般社団法人井村シンクロクラブ

163 47 1997年 19

T/C/H 小俣　夏乃 おまた　かの
国士舘大学(2年)
アクラブ調布

161 48 1996年 20

D/T/C/H 中牧　佳南 なかまき　かなみ 一般社団法人井村シンクロクラブ 169 56 1992年 24

D/T/C/H 中村　麻衣 なかむら　まい 一般社団法人井村シンクロクラブ 164 51 1989年 27

T/C/H 阿久津　咲子 あくつ　さきこ
日本体育大学(1年)
東京シンクロクラブ

171 56 1998年 18

T/C/H 丸茂　圭衣 まるも　けい
三菱電機株式会社
一般社団法人井村シンクロクラブ

161 50 1992年 24

T/C/H 福村　寿華 ふくむら　じゅか
近畿大学(2年)
一般社団法人井村シンクロクラブ

171 55 1996年 20

D/T/C/H 大澤　友里子 おおさわ　ゆりこ
国士舘大学（2年)
アクラブ調布

161 49 1996年 20

D/T/C/H 河野　みなみ こうの　みなみ
法政大学(2年)
アクラブ調布

163 48 1996年 20

T/C/H 林　愛子 はやし　あいこ 一般社団法人井村シンクロクラブ 165 56 1993年 22

T/C/H 山嵜　舞子 やまざき　まいこ
同志社大学(1年)
一般社団法人井村シンクロクラブ

162 49 1997年 19

（日程） 2016年10月13日現在

2016年11月17-20日　アジア選手権（日本・東京）

飛込

役　職 日水連・役職

（公財）日本水泳連盟・飛込委員

（公財）日本水泳連盟・飛込委員

（公財）日本水泳連盟・飛込強化スタッフ

種　　目

水球

シンクロ

（公財）日本水泳連盟・シンクロ委員

（公財）日本水泳連盟・シンクロ委員

日水連・役職

（公財）日本水泳連盟・シンクロ委員

（公財）日本水泳連盟・飛込委員

（公財）日本水泳連盟・トレーナー会議

種　　目

（公財）日本水泳連盟・シンクロ強化スタッフ

（公財）日本水泳連盟・トレーナー会議

（公財）日本水泳連盟・シンクロ強化スタッフ

（公財）日本水泳連盟・シンクロ強化スタッフ

役　職

（公財）日本水泳連盟・シンクロ強化スタッフ

（公財）日本水泳連盟・シンクロ強化スタッフ
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