
☆ 皆勤賞　（年間を通して無欠席）

吉田　百迅 （Ｂ１） 髙橋　美帆 （Ｂ１） 須藤　竜矢 （Ｂ３） 和田奈津実 （Ｃ１）
片桐　未来 （Ｃ２） 加藤　慶太 （Ｃ２） 半田　覚子 （Ｃ２） 菅原　　維 （Ｃ３）
石山　　陽 （Ｃ３） 貝山　航大 （Ｄ１） 貝山　龍平 （Ｄ１） 武田　幸奈 （Ｄ１）
菅江　浩平 （G1.2） 大宮　悠貴 （Ｃ２）

☆ 最優秀選手賞　（全国の大会で決勝進出）

山本　和幸 （ＥＸ） 渡辺　耶唯 （ＥＸ）

☆ 優秀選手賞　（個人メドレーで泳力資格級が９級以上）

長岡　拓武 （Ｅ１） 坂上　遼馬 （Ｅ１） 井幡　雅文 （Ｅ１） 渡部　翔太 （Ｅ１）
松本さとみ （Ｅ１） 中野　まよ （Ｅ１） 佐藤　直子 （Ｅ１） 中井川　歩 （Ｅ１）
中井川　燿 （Ｅ１） 髙橋　　梓 （Ｅ１） 川又　友彰 （Ｅ２） 佐藤　風太 （Ｅ２）
髙橋　修一 （Ｅ２） 鈴木　健司 （Ｅ２） 江口　幸希 （Ｅ２） 渡辺　新奈 （Ｅ２）
会田　夏子 （Ｅ２） 安達　雪鈴 （Ｅ２） 田中　晃平 （ＥＸ） 渡邉　　輝 （ＥＸ）
小野　　修 （ＥＸ） 白田　拓真 （ＥＸ） 江口　大樹 （ＥＸ） 佐藤　　颯 （ＥＸ）
土田　哲哉 （ＥＸ） 江本　　遼 （ＥＸ） 髙嶋　貴利 （ＥＸ） 中野　まゆ　（ＥＸ）
岡崎　璃花 （ＥＸ） 山本　聖子 （ＥＸ） 大類　麻未 （ＥＸ） 山中さゆり （ＥＸ）
鈴木　　郁 （ＥＸ） 中村　美冴 （ＥＸ）

☆ 奨励賞　（個人メドレーで泳力資格級が６級以上）

漆山　達哉 （Ｅ１） 細川　勝矢 （Ｅ１） 長岡　拓見 （Ｅ１） 五十嵐広一 （Ｅ１）
赤坂雄一郎 （Ｅ１） 新宮　琢未 （Ｅ１） 奥山　翔太 （Ｅ１） 矢萩　　丈 （Ｅ１）
渡部　美音 （Ｅ１） 野村　悠起 （Ｅ１） 深瀬　孝介 （Ｅ１） 設楽　一人 （Ｅ１）

菊池　脩人 （Ｅ１） 星川　慎吾 （Ｅ１） 菊池　一真 （Ｅ１） 菊地　賢展 （Ｅ１）
阿部　郁人 （Ｅ１） 栗原　涼太 （Ｅ１） 佐藤　空哉 （Ｅ１） 橘　　洋司 （Ｅ１）
安孫子重宏 （Ｅ１） 佐藤　朱里 （Ｅ１） 深瀬　真由 （Ｅ１） 中川　結生 （Ｅ１）

橋本　優希 （Ｅ１） 井幡　葉月 （Ｅ１） 土屋　美咲 （Ｅ１） 池野まりん （Ｅ１）
髙橋　二葉 （Ｅ１） 渡部　里奈 （Ｅ１） 村井　志帆 （Ｅ１） 奥山　詩帆 （Ｅ１）
広谷　知美 （Ｅ１） 白田　真織 （Ｅ１） 白田　姫子 （Ｅ１） 吉田美菜子 （Ｅ１）
三澤ひかり （Ｅ１） 藤田　麻矢 （Ｅ１） 兼村　郁美 （Ｅ１） 佐藤佳央理 （Ｅ１）
富谷　　茜 （Ｅ１） 鈴木　瑠花 （Ｅ１） 黒須　聡瑛 （Ｅ１） 木村　郁美 （Ｅ１）
加藤　咲季 （Ｅ１） 武田　真優 （Ｅ１） 平　りさ子 （Ｅ１） 知念　沙紀 （Ｅ１）
岡部　朋佳 （Ｅ１） 矢萩　　晴 （Ｅ１） 湯口　聖菜 （Ｅ１） 田中　雄大 （Ｅ２）
向　　周太 （Ｅ２） 庄司　壮諒 （Ｅ２） 設楽　和宏 （Ｅ２） 安達　　駿 （Ｅ２）
奥山　尚樹 （Ｅ２） 三浦　　鷹 （Ｅ２） 小林　颯太 （Ｅ２） 安達なのは （Ｅ２）
佐藤　　優 （Ｅ２） 佐藤　　遥 （Ｅ２） 小神　美菜 （Ｅ２） 齋藤　達也 （Ｅ１）

☆ 努力賞　（コーチに努力を認められた人、男女１名ずつ）

柳川祐一郎 （Ｊ２） 渡辺　　葵 （Ｊ２） 岸　　大斗 （Ａ１） 本田ひとみ （Ａ１）
五十嵐賢大 （Ａ２） 小関　楓恋 （Ａ２） 長澤　　樹 （Ａ３） 高橋紅瑠実 （Ａ３）
石原　　奏 （Ｂ１） 鈴木　若菜 （Ｂ１） 吉田　卓未 （Ｂ２） 清水　優心 （Ｂ２）
髙橋　雄大 （Ｂ３） 吉田　春香 （Ｂ３） 田苗　幸大 （Ｃ１） 星川　瑞生 （Ｃ１）
谷口虎太郎 （Ｃ２） 三浦舞優子 （Ｃ２） 門脇　直哉 （Ｃ３） 高橋　美晴 （Ｃ３）
佐藤陽七星 （Ｆ１） 渋間　澄子 （Ｆ１） 芳村　研児 （Ｄ１） 大場　美波 （Ｄ１）
野村　雄昂 （Ｄ２） 菅野　彩花 （Ｄ２） 高橋　　航 （G1.2） 川又カンナ （Ｇ２）



☆ 精勤賞　（年間を通じて欠席が５回以内）

槙　　眞広 （Ａ１） 木村　悠佑 （Ａ２） 村上　健太 （Ａ２） 斎藤　直樹 （Ａ２）
中島　心華 （Ａ２） 髙橋　千夏 （Ａ２） 荒井　貴瑛 （Ａ３） 谷口　僚冶 （Ａ３）
福岡　彩葉 （Ａ３） 荒木　美空 （Ａ３） 大宮　愛生 （Ａ３） 安達ひかる （Ｂ１）
羽太　亮祐 （Ｂ１） 馬場　快弥 （Ｂ１） 横澤　和樹 （Ｂ１） 今野　初芽 （Ｂ１）

井上加奈子 （Ｂ１） 冨塚　南実 （Ｂ１） 岩田　開拓 （Ｂ２） 三浦　遥斗 （Ｂ２）
岩井　悠哉 （Ｂ２） 麦倉　惟月 （Ｂ３） 加藤　皐輝 （Ｂ３） 江口　　輝 （Ｂ３）
大井　空龍 （Ｂ３） 加藤　瑞己 （Ｂ３） 福岡　若菜 （Ｂ３） 山口　彩絵 （Ｂ３）
越前　千菜 （Ｂ３） 吉田　偲乃 （Ｂ３） 長谷川勝成 （Ｃ１） 新野晃太郎 （Ｃ１）
山木　魁人 （Ｃ１） 渡部　健史 （Ｃ１） 大坂　　碧 （Ｃ１） 笹川　龍太 （Ｃ１）
大泉　柾文 （Ｃ１） 土田　翔也 （Ｃ１） 横田　大河 （Ｃ１） 新関　兼続 （Ｃ１）
赤平　拓夢 （Ｃ１） 田苗　大夢 （Ｃ１） 井出　湧也 （Ｃ１） 岩瀬　　匠 （Ｃ１）
仁藤　　豪 （Ｃ１） 金内　　舞 （Ｃ１） 齊藤沙緒里 （Ｃ１） 林　　彩代 （Ｃ１）
會田紗瑛里 （Ｃ１） 片岡明夏里 （Ｃ１） 熊谷　美星 （Ｃ１） 小山　千里 （Ｃ１）
井上　　僚 （Ｃ１） 林　　実紀 （Ｃ１） 槙　　夏未 （Ｃ１） 鈴木　千晴 （Ｃ１）
今野　桃子 （Ｃ１） 宗片　駿平 （Ｃ２） 岩田　大政 （Ｃ２） 高橋　一世 （Ｃ２）
横山　　大 （Ｃ２） 山内　朝陽 （Ｃ２） 山口　元輝 （Ｃ２） 古内　健甫 （Ｃ２）
児玉　卓也 （Ｃ２） 大宮　悠貴 （Ｃ２） 小山　拓海 （Ｃ２） 土門　大倫 （Ｃ２）
漆山　翔也 （Ｃ２） 石川　雷稀 （Ｃ２） 富樫　佑太 （Ｃ２） 佐藤駿乃介 （Ｃ２）
小野　篤志 （Ｃ２） 加藤　千明 （Ｃ２） 小山　洋輔 （Ｃ２） 細川　貴史 （Ｃ２）
増川　紘太 （Ｃ２） 保科圭司郎 （Ｃ２） 沼澤　航太 （Ｃ２） 山川　魁哉 （Ｃ２）
安達　志帆 （Ｃ２） 遠藤　愛美 （Ｃ２） 半田　誉子 （Ｃ２） 山口　真衣 （Ｃ２）
山口　夢可 （Ｃ２） 増田　文香 （Ｃ２） 佐藤　彩水 （Ｃ２） 板垣　莉子 （Ｃ２）
荒川　理桜 （Ｃ２） 金子　美晴 （Ｃ２） 奥山　未来 （Ｃ２） 小鹿　栞奈 （Ｃ２）
黒田　早穂 （Ｃ２） 丹野愛佳里 （Ｃ２） 三澤英美子 （Ｃ２） 武田　紗良 （Ｃ２）
大澤　優希 （Ｃ２） 青柳　美帆 （Ｃ２） 斎藤　佳音 （Ｃ２） 江代　美久 （Ｃ２）
阿部　玲香 （Ｃ２） 遠藤　紀夏 （Ｃ２） 武田　実桜 （Ｃ２） 亀屋ななみ （Ｃ２）
佐藤　界人 （Ｃ３） 鈴木　悠太 （Ｃ３） 遠藤　巧也 （Ｃ３） 斎藤　優斗 （Ｃ３）
横澤　拓海 （Ｃ３） 鈴木　敦也 （Ｃ３） 渡辺健太郎 （Ｃ３） 齋藤　匡史 （Ｃ３）
齋藤たまき （Ｃ３） 阿部　潮音 （Ｃ３） 千秋　佳織 （Ｃ３） 海谷　梨音 （Ｃ３）
鈴木　沙季 （Ｃ３） 高橋　七美 （Ｃ３） 草苅　　蓮 （Ｆ１） 田中　智大 （Ｆ１）
川村雄太郎 （Ｆ１） 佐藤　嵩人 （Ｆ１） 北澤　朗斗 （Ｆ１） 福澤　光稀 （Ｆ１）
武田　祐果 （Ｆ１） 寺﨑　美紀 （Ｆ１） 武田　玲奈 （Ｆ１） 山田　裕希 （Ｆ１）
菅野　里奈 （Ｆ１） 中村　周平 （Ｄ１） 安藤　雄貴 （Ｄ１） 谷口　僚佑 （Ｄ１）
奥山　　怜 （Ｄ１） 三澤　功樹 （Ｄ１） 西塔　舜也 （Ｄ１） 鈴木　雄也 （Ｄ１）
赤坂　史奈 （Ｄ１） 松岡はるる （Ｄ１） 矢口まゆこ （Ｄ１） 須江　美来 （Ｄ１）
亘　　沙樹 （Ｄ１） 石塚　光里 （Ｄ１） 荒井　虹夏 （Ｄ１） 志田　夏実 （Ｄ１）
岩井　樹李 （Ｄ１） 山川雄一郎 （Ｄ２） 西村　祐樹 （Ｄ２） 工藤　　凌 （Ｄ２）
佐藤　俊輝 （Ｄ２） 高橋　英寛 （Ｄ２） 加藤　悠平 （Ｄ２） 池内　孝平 （Ｄ２）
長谷川達也 （Ｄ２） 志田遼太郎 （Ｄ２） 細川　翔平 （Ｄ２） 町田　稜人 （Ｄ２）
五十嵐駿吾 （Ｄ２） 山川　卓也 （Ｄ２） 齊藤　諒三 （Ｄ２） 工藤　　陸 （Ｄ２）
三浦　颯太 （Ｄ２） 高橋　　颯 （Ｄ２） 山川　直輝 （Ｄ２） 森谷　祐大 （Ｄ２）
奈良崎一聖 （Ｄ２） 佐藤　圭汰 （Ｄ２） 深山　　椿 （Ｄ２） 深山　　桜 （Ｄ２）
髙橋　絵里 （Ｄ２） 齋藤　瑞姫 （Ｄ２） 鈴木さやか （Ｄ２） 佐藤那々絵 （Ｄ２）
遠藤　冴夏 （Ｄ２） 松田　　桜 （Ｄ２） 武田万祐子 （Ｄ２） 林　　祐希 （Ｄ２）
高橋　　彩 （Ｄ２） 鈴木　真奈 （Ｄ２） 磯邉　奈央 （Ｄ２） 池内　菜緒 （Ｄ２）
清野　　鈴 （Ｄ２） 伊藤佐和子 （Ｄ２） 金山　友香 （Ｄ２） 朝倉　華奈 （Ｄ２）
長谷川　慶 （Ｇ１） 髙橋　佑朔 （Ｇ２） 伏見　和朗 （Ｇ２） 熊谷　美羽 （G1.2）
寺沢　裕夏 （Ｇ１） 富谷のぞみ （Ｇ２） 大宮　咲希 （Ｇ２） 深瀬可奈子 （Ｇ２）
関沢　夏月 （Ｇ２） 関沢　七海 （Ｇ２） 前田　千祈 （Ｇ２） 渡辺　紗奈 （Ｂ１）
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