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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

男子ヘッドコーチ 中嶋 崇光 なかしま たかみつ 日本体育大学

男子コーチ 砂子阪 誠 すなこざか まこと 富山北部高等学校

男子コーチ 坂上 輝将 さかうえ ひろゆき 筑波大学

女子ヘッドコーチ 柳瀬 彰良 やなせ あきら 白鵬女子高等学校

女子コーチ 布目 敬悟 ぬのめ けいご （株）ブルボン 龍宝寺

女子コーチ 飛田 菜七子 ひだ ななこ 国士舘大学

トレーナー 片桐 悠介 かたぎり ゆうすけ 医療法人社団正樹会　佐田整形外科病院

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）

GK 佐々野 廉 ささの れん 日本体育大学3年 2001/6/13 20 185 83

FP 新田 一景 にった いっけい （株）ブルボン 新潟産業大学卒業 1998/4/23 23 176 79

FP 蔦 奎弥 つた ふみや 筑波大学卒業 1999/9/16 22 168 70

FP 舘 飛雄馬 たち ひゅうま 日本体育大学卒業 1999/8/22 22 170 74

FP 宮澤 拓夢 みやざわ たくむ 日本体育大学（4年） 2000/11/6 21 176 91

FP 浦 至児 うら いたる 専修大学（4年） 2000/9/11 21 188 103

FP 矢作 大河 やはぎ たいが 慶應義塾大学（4年） 2000/9/13 21 183 79

FP 畑 翔太郎 はた しょうたろう 日本体育大学（3年） 2002/2/9 20 170 73

FP 山田 凪航 やまだ なぎ 日本体育大学（3年） 2001/12/31 20 174 85

FP 岡本 頼知 おかもと らいち 専修大学（3年） 2002/2/28 20 174 71

FP 都田 楓我 とだ ふうが 早稲田大学（3年） 2001/12/13 20 180 75

FP 中村 大智 なかむら だいち 早稲田大学（2年） 2002/8/27 19 173 78

GK 木之下 歩夢 きのした あゆむ 筑波大学（3年） 2001/11/19 20 173 72

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）

GK 塩谷 南美 しおや みなみ 株式会社電算システム 秀明大学卒業 1997/7/27 24 173 68

FP 有馬 優美 ありま ゆうみ 公益財団法人鹿児島県スポーツ協会 東京女子体育大学卒業 1997/9/9 24 173 73

FP 稲場 朱里 いなば あかり 株式会社電算システム 秀明大学卒業 1998/2/2 24 164 60

FP 山本 実乃里 やまもと みのり 公益財団法人鹿児島県スポーツ協会 秀明大学卒業 1997/10/14 24 155 88

FP 河口 華子 かわぐち かこ 日本体育大学卒業 1999/7/14 22 159 56

FP 設樂ひかる したら　ひかる 日本体育大学卒業 1999/6/23 22 162 64

FP 西山 風花 にしやま ふうか 日本体育大学（4年） 2000/4/19 21 155 51

FP 橋田 舞子 はしだ まいこ 日本体育大学（4年） 2000/12/23 21 164 58

FP 工藤 恭子 くどう きょうこ 日本体育大学（4年） 2001/2/10 21 165 54

FP 浦 映月 うら えるな 秀明大学（2年） 2002/10/14 19 169 60

FP 蜷川 百音 にながわ ももね 日本体育大学（2年） 2002/12/4 19 174 66

FP 井上 萌々 いのうえ もも 秀明大学（2年） 2003/2/2 19 167 64

GK 川田代 悠花 かわたしろ ゆうか 日本体育大学（4年） 2000/11/15 21 168 63
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