
（平成２１年４月～平成２２年３月在籍者）

◎最優秀選手賞　（全国の大会で決勝進出）

日本選手権

　・１００ｍバタフライ　第８位　１分００秒４９

　・２００ｍバタフライ　第３位　２分１２秒０６

インターハイ

　・２００ｍバタフライ　第３位　２分１１秒８３

国体

　・２００ｍバタフライ　第８位　２分１４秒３６

◎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） 中井川　燿 （Ｅ１） 佐藤　風太 （Ｅ２） 奥山　翔太 （Ｅ２）
髙橋　修一 （Ｅ２） 江口　幸希 （Ｅ２） 長岡　拓見 （Ｅ２） 矢萩　　丈 （Ｅ２）
土屋　優 （Ｅ２） 志田遼太郎 （Ｅ２） 菊池　脩人 （Ｅ２） 山川　佳斗 （Ｅ２）
山嵜　勇人 （Ｅ２） 栗原　涼太 （Ｅ２） 渡部　美音 （Ｅ２） 田村　梨紗 （Ｅ２）
佐藤　優 （Ｅ２） 橋本　優希 （Ｅ２） 安達　雪鈴 （Ｅ２） 中野　まよ （Ｅ２）
佐藤　直子 （Ｅ２） 松本さとみ （Ｅ２） 江本　　遼 （ＥＸ） 吉田　　凌 （ＥＸ）
伊勢村真乃 （ＥＸ） 矢澤　美穂 （ＥＸ）

◎奨励賞　（個人メドレーで泳力資格級が６級以上）

東海林　岳 （Ｅ１） 佐藤亨志郎 （Ｅ１） 西塔　舜也 （Ｅ１） 伊藤　祐弥 （Ｅ１）
前田　　駿 （Ｅ１） 阿部　郁人 （Ｅ１） 設楽　一人 （Ｅ１） 深瀬　孝介 （Ｅ１）
佐藤　空哉 （Ｅ１） 佐藤　文哉 （Ｅ１） 橘　　洋司 （Ｅ１） 菊池　一真 （Ｅ１）
星川　慎吾 （Ｅ１） 古内　晴貴 （Ｅ１） 菊地　賢展 （Ｅ１） 兼村　聡大 （Ｅ１）
加藤　咲季 （Ｅ１） 武田　幸奈 （Ｅ１） 吉田　萌乃 （Ｅ１） 奥山　祐菜 （Ｅ１）
晋道　美和 （Ｅ１） 設楽茉莉花 （Ｅ１） 矢萩　　晴 （Ｅ１） 高橋　真歩 （Ｅ１）
髙橋　　梓 （Ｅ１） 設楽ひかる （Ｅ１） 平　りさ子 （Ｅ１） 東海林のん （Ｅ１）

◎努力賞　（コーチに努力を認められた人、男女１名ずつ）

原田えりな （Ｊ２） 宍戸　寛人 （Ａ１） 笹原　彩乃 （Ａ１） 石川　元稀 （Ａ２）
野崎　由衣 （Ａ２） 加藤　大地 （Ａ３） 高橋紅瑠実 （Ａ３） 古頭　一真 （Ｂ１）
本田ひとみ （Ｂ１） 梅津　　光 （Ｂ２） 丹野　夏実 （Ｂ２） 上田健太郎 （Ｂ３）
多田れいな （Ｂ３） 高橋　寿実 （Ｃ１） 黒坂　佳世 （Ｃ１） 武田　和樹 （Ｃ２）
神保　瑞希 （Ｃ２） 東海林亮平 （Ｃ３） 鈴木　夢夏 （Ｃ３） 佐藤　光成 （Ｆ１）
半澤　里紗 （Ｆ１） 鈴木　　健 （Ｄ１） 海和　青空 （Ｄ１） 前田　　淳 （Ｄ２）
渡邊芙紗子 （Ｄ２） 長澤　　樹 （G1.2） 佐藤安希子 （G1.2）
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◎皆勤賞　（年間を通して無欠席）

　　２年連続

　　　　　　　熊谷　友貴　（Ｇ２）

大久保渓登　（Ｃ２） 　　　　伊倉　優太　（Ｃ１）
　　　２年連続

◎精勤賞　（年間を通じて欠席が５回以内）

古澤　大智 （Ａ１） 吉田　大迅 （Ａ１） 難波　左近 （Ａ２） 岩田　花凜 （Ａ２）
増川　秀虎 （Ａ３） 森谷　颯太 （Ｂ１） 加藤　士和 （Ｂ１） 奥山　悠輔 （Ｂ１）
小山　広輔 （Ｂ１） 柴崎　透真 （Ｂ１） 古頭　　渉 （Ｂ１） 柏倉　知紘 （Ｂ１）
長瀬　隼哉 （Ｂ１） 松橋　秀幸 （Ｂ１） 森谷菜都美 （Ｂ１） 松橋　利奈 （Ｂ１）
木村　洸太 （Ｂ２） 門田　一平 （Ｂ２） 永野　太貴 （Ｂ２） 難波　右京 （Ｂ２）
芳賀　大也 （Ｂ２） 吉田　　葵 （Ｂ２） 門田ひかる （Ｂ２） 吉田　天音 （Ｂ２）
大井　琉空 （Ｂ３） 榎本　拓海 （Ｂ３） 吉原　隆平 （Ｂ３） 須藤　竜矢 （Ｂ３）
荒井　貴瑛 （Ｂ３） 福岡　彩葉 （Ｂ３） 福岡　若菜 （Ｂ３） 荒木　美空 （Ｂ３）
山川　詩織 （Ｂ３） 内田　恭平 （Ｃ１） 木島悠次郎 （Ｃ１） 山岸　　大 （Ｃ１）
安達ひかる （Ｃ１） 山川　修太 （Ｃ１） 長岡　大樹 （Ｃ１） 長岡　公希 （Ｃ１）
髙橋　聡志 （Ｃ１） 馬場　快弥 （Ｃ１） 椎名　悠真 （Ｃ１） 髙橋　翔輝 （Ｃ１）
中村徳貴紀 （Ｃ１） 新野晃太郎 （Ｃ１） 吉田　百迅 （Ｃ１） 赤井美寿鶴 （Ｃ１）
石山　七夏 （Ｃ１） 吉田　風花 （Ｃ１） 大場　美佑 （Ｃ１） 安部帆乃香 （Ｃ１）
新野まどか （Ｃ１） 吉田野乃花 （Ｃ１） 渡部　明音 （Ｃ１） 丹野　　空 （Ｃ２）
細川　裕矢 （Ｃ２） 三澤　啓図 （Ｃ２） 神保　悠太 （Ｃ２） 武田　峻輔 （Ｃ２）
前田　哲平 （Ｃ２） 田中　雄基 （Ｃ２） 飯野　湧冬 （Ｃ２） 早坂　拓真 （Ｃ２）
杉本　　隼 （Ｃ２） 遠藤　　歩 （Ｃ２） 板垣　敦也 （Ｃ２） 五十嵐琉吾 （Ｃ２）
山内　朝陽 （Ｃ２） 片桐　未来 （Ｃ２） 横山　　大 （Ｃ２） 鎌上　将大 （Ｃ２）
國井　亮都 （Ｃ２） 木村　悠佑 （Ｃ２） 野崎　祐太 （Ｃ２） 岩田　大政 （Ｃ２）
尾形　颯斗 （Ｃ２） 加藤　勇有 （Ｃ２） 半田　優亜 （Ｃ２） 軽部　　新 （Ｃ２）
軽部　　和 （Ｃ２） 軽部　　花 （Ｃ２） 渡辺　萌音 （Ｃ２） 佐藤　琳音 （Ｃ２）
細谷　幸永 （Ｃ２） 石堂　佑実 （Ｃ２） 青木　美空 （Ｃ２） 永野　佑香 （Ｃ２）
鈴木　　華 （Ｃ２） 山口　可鈴 （Ｃ２） 齋藤　穂歌 （Ｃ２） 東海林瑠愛 （Ｃ２）
品川　玲摩 （Ｃ２） 三浦　大翔 （Ｃ３） 三浦　功大 （Ｃ３） 深瀬　佳希 （Ｃ３）
藤田　　慧 （Ｃ３） 藤田　　凜 （Ｃ３） 大井　空龍 （Ｃ３） 伊藤　純哉 （Ｃ３）
伊藤　　岳 （Ｃ３） 谷口　僚汰 （Ｃ３） 黒沼　　徹 （Ｃ３） 朝倉　玄喜 （Ｃ３）
深瀬　佳苗 （Ｃ３） 岩城　伶奈 （Ｃ３） 岩城　未奈 （Ｃ３） 安孫子　汀 （Ｃ３）
佐藤加奈子 （Ｃ３） 佐藤知香子 （Ｃ３） 深瀬　菜月 （Ｃ３） 千秋　佳織 （Ｃ３）
草苅　　樹 （Ｆ１） 川口　槻介 （Ｆ１） 加藤　　澪 （Ｆ１） 武田　玲奈 （Ｆ１）
齊藤沙緒里 （Ｆ１） 開沼　智博 （Ｄ１） 杉田　悠介 （Ｄ１） 田苗　幸大 （Ｄ１）
新関　兼続 （Ｄ１） 田苗　大夢 （Ｄ１） 西長　奏絵 （Ｄ１） 鈴木瀬里奈 （Ｄ１）
星川　瑞生 （Ｄ１） 土門　大倫 （Ｄ２） 岩田　開拓 （Ｄ２） 石川　雷稀 （Ｄ２）
佐藤駿乃介 （Ｄ２） 須藤　雅斗 （Ｄ２） 岩田　春輝 （Ｄ２） 赤平　陽太 （Ｄ２）
武田　紗良 （Ｄ２） 品川　紗葵 （Ｄ２） 鈴木　真奈 （Ｄ２） 芦野　花帆 （Ｄ２）
鈴木　沙季 （Ｄ２） 丹野愛佳里 （Ｄ２） 青柳　美帆 （Ｄ２） 粕谷　美紅 （Ｄ２）
佐藤　汐栞 （Ｄ２） 小形　真央 （Ｄ２） 武田　和士 （Ｇ１） 佐藤　大雅 （Ｇ１）
寺﨑　　杏 （Ｇ２）
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