
公益財団法⼈ ⽇本⽔泳連盟 作成日 2019/5/7 大会初日 2019/7/14

本部

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2
総務 大井 恵滋 おおい けいじ 株式会社AFCジャパン （公財）日本水泳連盟・水球委員
分析 榎本 至 えのもと いたる 鎌倉女子大学 （公財）日本水泳連盟・水球委員

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 大本 洋嗣 おおもと ようじ 日本体育大学 （公財）日本水泳連盟・水球委員

コーチ 南 隆尚 みなみ たかひさ 鳴門教育大学 （公財）日本水泳連盟・水球委員
コーチ 塩田 義法 しおた よしのり 日本体育大学 （公財）日本水泳連盟・水球強化スタッフ

トレーナー 濱中 康治 はまなか こうじ JCHO東京新宿メディカルセンター （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 棚村 克行 たなむら かつゆき （株）ブルボン ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 1989/8/3 29 183 83 140
GK 福島 丈貴 ふくしま ともよし 東京ガスライフバル保谷株式会社 Kingfisher74 1993/6/3 26 177 75 86
FP 飯田 純士 いいだ あつと 東京ガスエスネット株式会社 Kingfisher74 1993/12/24 25 181 82 70
FP コップ 晴紀 こっぷ はるき 日本体育大学3年 1998/12/23 20 184 73 23
FP 大川 慶悟 おおかわ けいご 秀明大学 Kingfisher74 1990/3/11 29 183 93 152
FP 志賀 光明 しが みつあき （株）登利平 Kingfisher74 1991/9/16 27 178 83 156
FP 荒井 陸 あらい あつし （株）プラザハウス Kingfisher74 1994/2/3 25 165 62 96
FP 足立 聖弥 あだち せいや 株式会社イカイ Kingfisher74 1995/6/24 24 172 67 86
FP 吉田 拓馬 よしだ たくま 東京ガスクリエイティブ株式会社 Kingfisher74 1994/10/11 24 172 72 48
FP 荒木 健太 あらき けんた CNCグループ株式会社コスモネット Kingfisher74 1995/4/6 24 186 90 48
FP 高田 充 たかた みつる 株式会社イカイ Kingfisher74 1995/12/8 23 182 80 48
FP 稲場 悠介 いなば ゆうすけ 新潟産業大学1年 2000/4/11 19 178 71 23
FP 志水 祐介 しみず ゆうすけ （株）ブルボン ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 1988/9/7 30 183 96 141

《補欠》FP 伊達 清武 だて きよむ 日本体育大学4年 1997/4/9 22 174 69 0
《補欠》FP 蔭田 渉吾 かげた しょうご 新潟産業大学3年 1998/6/19 21 179 78 2
《補欠》GK 西村 永遠 にしむら とわ 日本体育大学4年 1998/3/31 21 180 67 0

*年齢は大会期間初日時点での年齢

女子スタッフ

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2
女子チームマネージャー 齋藤 秀樹 さいとう ひでき 山形県立山形工業高等学校

ヘッドコーチ 本宮 万記弘 もとみや まきひろ 千葉工業大学
コーチ 藤原 秀規 ふじわら  ひでのり 京都府立鴨沂高等学校

トレーナー 小松 智惠 こまつ ちえ こまつ鍼灸院

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 三浦 里佳子 みうら りかこ 白鵬女子高等学校 日体クラブ 1989/10/13 29 171 61 65
FP 曲山 紫乃 まがりやま しの （公財）山形県スポーツ協会 山形SHARKS 1987/9/20 31 167 55 101
FP 小出 未来 こいで みく （株）ブルボン ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 1992/5/21 27 172 73 22
FP 鈴木 琴莉 すずき ことり 秀明大学 秀明大学水球クラブ 1996/12/8 22 165 54 60
FP 野呂 美咲季 のろ みさき 茨城県競技力向上室 秀明大学水球クラブ 1996/4/12 23 158 54 34
FP 坂上 千明 さかのうえ ちあき 茨城県競技力向上室 秀明大学水球クラブ 1996/6/5 23 166 58 60
FP 新澤 由貴 にいざわ ゆき 株式会社イカイ 日体クラブ 1997/2/13 22 159 51 40
FP 稲場 朱里 いなば あかり 秀明大学4年 1998/2/2 21 164 57 39
FP 山本 実乃里 やまもと みのり 秀明大学4年 1997/10/14 21 157 75 34
FP 有馬 優美 ありま ゆうみ 東京女子体育大学4年 1997/9/9 21 173 71 34
FP 徳用 万里奈 とくもと まりな 東京ガスライフアサヒ株式会社 稲泳会 1996/2/2 23 164 57 54
FP 橋田 舞子 はしだ まいこ 日本体育大学1年 2000/12/23 18 164 58 17
GK 塩谷 南美 しおや みなみ 秀明大学4年 1997/7/27 21 173 65 40

《補欠》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 64 3
《補欠》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 22 158 59 27
《補欠》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 6

*年齢は大会期間初日時点での年齢

帯同審判員

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2
審判 佐藤 國宏 さとう くにひろ 秋田県観光文化スポーツ部 （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・水球強化スタッフ

第18回世界水泳選手権大会【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
（公財）日本水泳連盟・水球強化スタッフ

日水連・役職

日水連・役職


