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男子スタッフ

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2
ヘッドコーチ 中嶋 崇光 なかしま たかみつ 日本体育大学 （公財）日本水泳連盟・水球強化スタッフ

コーチ 砂子坂 誠 すなこざか まこと 富山北部高等学校 （公財）日本水泳連盟・水球強化スタッフ
コーチ 筈井 翔太 はずい しょうた ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 （公財）日本水泳連盟・水球強化スタッフ

トレーナー 岩田 泰典 いわた たいすけ 緑園ゆきひろ整形外科 （公財）日本水泳連盟・水球強化スタッフ

男子選手

ポジション 氏名 ふりがな 所属1 所属2 生年月日 年齢 身長(cm) 体重(kg) 備考（水球キャップ数等）
GK 西村 永遠 にしむら とわ 日本体育大学4年 1998/3/31 21 180 75 140
GK 小椋 裕介 おぐら ゆうすけ 筑波大学4年 1997/12/1 21 183 70 86
FP 稲場 航平 いなば こうへい （株）ブルボン ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 1996/1/27 23 177 80 70
FP 伊達 清武 だて きよむ 日本体育大学4年 1997/4/9 22 173 74 23
FP 小林 健太 こばやし けんた 日本体育大学4年 1997/8/25 21 171 72 152
FP 市村 朋也 いちむら ともや 専修大学4年 1997/6/3 21 184 76 156
FP 蔭田 渉吾 かげた しょうご 新潟産業大学3年 1998/6/29 20 179 75 96
FP 新田 一景 にった いっけい 新潟産業大学3年 1998/4/23 21 176 74 86
FP 相澤 涼介 あいざわ りょうすけ 日本体育大学3年 1998/8/11 20 180 86 48
FP 水谷 瞬也 みずたに しゅんや 日本体育大学3年 1998/6/28 20 175 77 48
FP 蔦 奎弥 つた ふみや 筑波大学2年 1999/9/16 19 168 70 48
FP 鈴木 透生 すずき とうい 日本体育大学2年 1999/10/20 19 183 75 23
FP 宮澤 拓夢 みやざわ たくむ 日本体育大学1年 2000/11/6 18 176 114 141

女子スタッフ

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2
ヘッドコーチ 川﨑 奈美枝 かわさき なみえ 藤村女子中学高等学校 東京女子体育大学

コーチ 飛田 菜七子 ひだ ななこ 国士舘大学

女子選手 2019/7/14

ポジション 氏名 ふりがな 所属1 所属2 生年月日 年齢 身長(cm) 体重(kg) 備考（水球キャップ数等）
GK 野田 茉波 のだ まなみ 東京女子体育大学2年 2000/2/2 19 165 58 2018AJ
GK 川田代 悠花 かわたしろ ゆうか 日本体育大学1年 2000/11/15 18 167 63 2018AJ,2017WJ
FP 和多田 飛鳥 わただ あすか 東京女子体育大学3年 1999/2/4 20 155 51 2018AJ,2017WJ
FP 寺方 千晶 てらかた ちあき 秀明大学3年 1999/2/11 20 160 73 2018AJ,2017WJ
FP 野々村 悠名 ののむら はるな 秀明大学2年 1999/6/2 19 159 51 2018AJ,2017WJ
FP 西山 風花 にしやま ふうか 日本体育大学1年 2000/4/19 19 155 55 2017AY
FP 井上 晏 いのうえ あん ハワイ大学3年 日体クラブ 1998/12/12 20 165 58 2016WY,2017WJ
FP 風間 祐李 かざま ゆり 茨城県競技力向上室 秀明大学水球クラブ 1996/10/3 22 162 60 2019WLICC
FP 角田 楓佳 つのだ ふうか 東京女子体育大学2年 1999/10/30 19 162 52 2018AJ
FP 工藤 恭子 くどう きょうこ 日本体育大学1年 2001/2/10 18 165 55 2018AJ
FP 羽角 萌香 はすみ もえか 株式会社コスモネット 日体クラブ 1996/12/3 22 168 69 2019WLICC
FP 山崎 千夢 やまざき ちゆめ 東京女子体育大学3年 1998/10/4 20 166 66
FP 岩野 夏帆 いわの かほ 秀明大学2年 1999/8/6 19 166 62 2018AJ

帯同審判員

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2
男子帯同審判員 荻野 浩明 おぎの ひろあき 浦安市立日の出中学校
女子帯同審判員 齋藤 夏輝 さいとう なつき Kingfisher74 （公財）日本水泳連盟・水球強化スタッフ

日水連・役職
（公財）日本水泳連盟・水球委員

日水連・役職

第30回ユニバーシアード競技大会【水球】

日水連・役職
（公財）日本水泳連盟・水球強化スタッフ
（公財）日本水泳連盟・水球委員


