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作成日 2022/3/8
大会名

本部

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2

団長 八塚　明憲 やつづか　あきのり ㈱金田スイミングクラブ

ドクター 岡井　佑 おかい　ゆう 豊田市こども発達センター のぞみ診療所

総務 坂口　結子 さかぐち　ゆうこ 日本福祉大学

スタッフ

役職 氏名 ふりがな 所属1 所属2

ヘッドコーチ 横山　貴 よこやま　たかし 神奈川大学

コーチ 奥野　景介 おくの　けいすけ 早稲田大学

コーチ 西条　健二 さいじょう　けんじ 東京スイミングセンター

コーチ 夏間　大介 なつま　だいすけ NECグリーンスイミングクラブ溝の口

コーチ 藤谷　光順 ふじたに　こうじゅん 中京大学

コーチ 谷口　志乃 やぐち　しの イトマンスイミングスクール港北校

男子

種目 氏名 ふりがな 所属1 所属2 生年月日 年齢

自由形 今野 太介 こんの　たいすけ 早稲田大学（3年） 2000年10月20日 21

自由形 五味 智信 ごみ　とものぶ 明治大学（1年） ヨコハマSC 2002年11月15日 19

自由形 渡邊 天馬 わたなべ　てんま 近畿大学（1年） イトマン近大 2002年9月11日 19

自由形 田中 大寛 たなか　たいかん 早稲田大学（2年） サイズスイミングスクール 2001年4月25日 20

自由形 黒川 紫唯 くろかわ　しゅい 近畿大学（１年） 富田林イトマンスイミングスクール 2002年4月28日 19

自由形 井本 一輝 いもと　いっき 中央大学（2年） イトマン東京 2001年6月23日 20

背泳ぎ 松山 陸 まつやま　りく 明治大学（2年） 埼玉スウィンスイミングスクール鷲宮 2001年9月29日 20

背泳ぎ 栁川 大樹 やながわ　だいき 明治大学（1年） スポーツプラザ報徳金沢 2002年5月28日 19

背泳ぎ 眞野 秀成 まの　ひでなり 日本大学（3年） セントラルスポーツ 2000年7月6日 21

平泳ぎ 佐藤 翔馬 さとう　しょうま 慶應義塾大学（3年） 東京スイミングセンター 2001年2月8日 21

平泳ぎ 山尾 隼人 やまお　はやと 法政大学（2年） NECグリーンスイミングクラブ溝の口 2001年8月21日 20

バタフライ 西田 拓郎 にしだ　たくろう 神奈川大学（2年） 2001年6月24日 20

バタフライ 森本 哲平 もりもと　てっぺい 近畿大学（1年） イトマン近大 2002年4月7日 19

個人メドレー 小方 颯 おがた　そう 日本大学高等学校（3年） イトマンスイミングスクール港北校 2003年4月28日 18

個人メドレー 廣島 偉来 ひろしま　いくる 明治大学（1年） フィットネスクラブ東京ドーム 2002年8月2日 19

個人メドレー 田渕 海斗 たぶち　かいと 明治大学（1年） NECグリーンスイミングクラブ溝の口 2002年7月1日 19

個人メドレー 井狩 裕貴 いかり　ゆうき 近畿大学（3年） イトマン近大 2000年8月21日 21

（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

日水連・役職

（公財）日本水泳連盟・副競泳委員長

（公財）日本水泳連盟・競泳委員・競技力向上コーチ委員長

（公財）日本水泳連盟・競泳委員

（公財）日本水泳連盟・競泳委員

（公財）日本水泳連盟・医事委員会ドクター会議

［競泳］

FISUワールドユニバーシティーゲームズ（中国/成都）派遣選手団名簿

日水連・役職

（公財）日本水泳連盟・学生委員長

（公財）日本水泳連盟・競泳委員
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大会名

FISUワールドユニバーシティーゲームズ（中国/成都）派遣選手団名簿

女子

種目 氏名 ふりがな 所属1 所属2 生年月日 年齢

自由形 込山　瞳 こみやま　ひとみ 筑波大学（3年） 2000年7月22日 21

自由形・バタフライ 池江 璃花子 いけえ　りかこ 日本大学（3年） スポーツクラブルネサンス 2000年7月4日 21

自由形 神野 ゆめ じんの　ゆめ 中京大学（1年） 2002年11月23日 19

自由形 池本 凪沙 いけもと　なぎさ 中央大学（1年） イトマン東京 2002年8月25日 19

自由形 今井 美祈 いまい　みのり 中京大学（3年） 2001年3月21日 21

自由形・個人メドレー 梶本 一花 かじもと　いちか 四條畷学園高等学校（3年） 枚方スイミングスクール 2004年3月7日 18

自由形 古八 優季 ふるはち　ゆき 中京大学（3年） ライフスポーツKTV豊中 2001年3月11日 21

背泳ぎ 山崎 光 やまさき　ひかる 新潟医療福祉大学（3年） 2000年10月8日 21

背泳ぎ 秀野 由光 しゅうの　ゆみ 神奈川大学（2年） 2001年4月22日 20

平泳ぎ 斎藤 千紘 さいとう　ちひろ 早稲田大学（3年） セントラルスポーツ目黒 2000年10月30日 21

平泳ぎ 今井 月 いまい　るな 東洋大学（3年） フィットネスクラブ東京ドーム 2000年8月15日 21

平泳ぎ 緒方 温菜 おがた　はるな 中央大学（2年） イトマン東京 2001年5月28日 20

バタフライ 津田 萌咲 つだ　もえ 新潟医療福祉大学（3年） 2000年12月9日 21

バタフライ 内田 かりん うちだ　かりん 神奈川大学（3年） フィッツスポーツクラブ青葉 2000年8月24日 21

個人メドレー 松本 信歩 まつもと　しほ 早稲田大学（1年） フィットネスクラブ東京ドーム 2002年4月3日 19

2022年3月7日現在


