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大会名

スタッフ

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2

監督 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 ジェイエスエス

コーチ 奥野　景介 おくの　けいすけ 早稲田大学

コーチ 下山　好充 しもやま　よしみつ 新潟医療福祉大学

コーチ 鈴木　陽二 すずき　ようじ セントラルスポーツ

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 森谷　暢 もりや　とおる 中央大学

トレーナー 加藤　明生 かとう　あきお S.T.I.白石鍼灸治療院

トレーナー 小沢　邦彦 おざわ　くにひこ リフレッシュ指圧センター

トレーナー 三富　陽輔 みとみ　ようすけ （独）日本スポーツ振興センター

トレーナー 小川　円香 おがわ　まどか （公財）日本オリンピック委員会

レース分析 Magnus Kjellberg マグナス　シェルベルグ （独）日本スポーツ振興センター

レース分析 林　勇樹 はやし　ゆうき （独）日本スポーツ振興センター

総務 山本　あゆ美 やまもと　あゆみ （公財）日本オリンピック委員会

男子

種目 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）

自由形 中村　克 なかむら　かつみ イトマン東進 1994/2/21 25 182 80

自由形 塩浦　慎理 しおうら　しんり イトマン東進 1991/11/26 27 188 94

自由形 松元　克央 まつもと　かつひろ セントラルスポーツ 1997/2/28 22 185 84

背泳ぎ 入江　陵介 いりえ　りょうすけ イトマン東進 1990/1/24 29 179 67

背泳ぎ 砂間　敬太 すなま　けいた イトマン東進 1995/5/8 24 180 80

平泳ぎ 小関　也朱篤 こせき　やすひろ ミキハウス 1992/3/14 27 187 86

平泳ぎ 渡辺　一平 わたなべ　いっぺい トヨタ自動車（株） 1997/3/18 22 193 80

平泳ぎ 小日向　一輝 こひなた　かずき セントラルスポーツ 1994/10/12 24 170 68

バタフライ 水沼　尚輝 みずぬま　なおき 新潟医療福祉大学職員 1996/12/13 22 180 80

バタフライ・ 個人メドレー 瀬戸　大也 せと　だいや 全日本空輸（株） JSS毛呂山スイミングスクール 1994/5/24 25 174 75

女子

種目 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）

自由形・個人メドレー 大本　里佳 おおもと　りか 中央大学（4年） イトマンスイミングスクール 1997/5/8 22 173 58

自由形 白井　璃緒 しらい　りお 東洋大学（2年） JSS宝塚スイミングスクール 1999/9/10 19 166 61

自由形 五十嵐　千尋 いがらし　ちひろ （株）テイクアンドギヴ・ニーズ ＪＳＳ 1995/5/24 24 171 63

自由形 青木　智美 あおき　ともみ あいおいニッセイ同和損害保険（株） アリーナつきみ野ＳＣ 1994/10/25 24 165 56

背泳ぎ 酒井　夏海 さかい　なつみ 武南高等学校（3年） スウィン美園スイミングスクール 2001/6/19 17 175 65

平泳ぎ 青木　玲緒樹 あおき　れおな ミズノ 1995/2/24 24 168 57

バタフライ 牧野　紘子 まきの　ひろこ 早稲田大学（2年） フィットネスクラブ東京ドーム 1999/8/20 19 163 56

バタフライ 長谷川　涼香 はせがわ　すずか 日本大学（2年） フィットネスクラブ東京ドーム 2000/1/25 19 166 58

個人メドレー 大橋　悠依 おおはし　ゆい イトマン東進 1995/10/18 23 174 57

男子リレー

種目 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）

自由形 難波　暉 なんば　あきら 新東工業（株） 四日市スイミングクラブ 1996/4/23 23 180 82

自由形 江原　騎士 えはら　ないと 自衛隊体育学校 フィッツスポーツクラブ竜王 1993/7/30 25 172 60

自由形 吉田　啓祐 よしだ　けいすけ 日本大学（1年） 2000/4/17 19 182 72

自由形 高橋　航太郎 たかはし　こうたろう 自衛隊体育学校 1994/3/15 25 184 73

女子リレー

種目 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）

自由形 佐藤　綾 さとう　あや 新潟医療福祉大学職員 1994/7/2 24 166 54

自由形 池本　凪沙 いけもと　なぎさ 近畿大学附属高等学校（2年） コパンスポーツクラブﾞ宇治 2002/8/25 16 170 61

（公財）日本水泳連盟・科学委員

（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・競泳委員

［競泳］

第18回世界水泳選手権大会

日水連・役職

（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、医事委員

（公財）日本水泳連盟・医事委員

（公財）日本水泳連盟・医事委員

（公財）日本水泳連盟・日本水泳トレーナー会議

（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・競泳委員

（公財）日本水泳連盟・競泳強化スタッフ


