
（平成１８年４月～平成１９年３月在籍者）

◎皆勤賞　（年間を通して無欠席）

菅原　　維　（Ｂ２） 佐々木直人 （Ｂ２）

志鎌リアム （Ｂ２） 山川　魁哉 （Ｂ２） 桜井　祐介　（Ｂ３） 渡辺健太郎 （Ｂ３）

高橋花菜実 （Ｂ３） 長瀬裕太郎 （Ｃ１） 竹内　開哉 （Ｃ１） 内田　航平 （Ｃ１）

渡辺　愛美 （Ｃ１） 広谷果奈美 （Ｃ１） 齊藤沙緒里 （Ｃ１） 和田奈津実 （Ｃ１）

林　　実紀 （Ｃ１） 長岡　柊平 （Ｃ２） 富樫　佑太 （Ｃ２） 宗片　駿平 （Ｃ２）

斉藤　猛広 （Ｃ３） 三浦　卓也 （Ｆ１） 栗原　涼太 （Ｄ１） 山田　　翔 （Ｄ１）

渡辺　歩美 （Ｄ１） 尾形　魁斗 （Ｄ２） 吉田　萌乃 （Ｇ１） 平　りさ子 （Ｇ1.2）

平成１９年　　ドルフィンデー　　優秀会員

☆☆　４年連続　☆☆

　菅江　浩平　（G1.2）



◎ 奨励賞　（個人メドレーで泳力資格級が６級以上）

庄司　壮諒 （Ｅ１） 佐藤　掌樹 （Ｅ１） 安達　　駿 （Ｅ１） 佐藤　風太 （Ｅ１）
江口　幸希 （Ｅ１） 齋藤　達也 （Ｅ１） 三浦　　鷹 （Ｅ１） 高橋　修一 （Ｅ１）
石垣　　亮 （Ｅ１） 橘　　智陽 （Ｅ１） 深瀬　孝介 （Ｅ１） 設楽　一人 （Ｅ１）
長岡　拓武 （Ｅ１） 渡部　美音 （Ｅ１） 野村　悠起 （Ｅ１） 菊池　脩人 （Ｅ１）

湯口　洋輔 （Ｅ１） 海谷　優太 （Ｅ１） 北條　友基 （Ｅ１） 広谷　麻美 （Ｅ１）
佐藤　朱里 （Ｅ１） 佐藤　　遥 （Ｅ１） 佐藤　　優 （Ｅ１） 井幡　葉月 （Ｅ１）
橋本　優希 （Ｅ１） 小神　美菜 （Ｅ１） 池野まりん （Ｅ１） 渡部　里奈 （Ｅ１）
高橋　二葉 （Ｅ１） 土屋　美咲 （Ｅ１） 吉田美菜子 （Ｅ１） 深瀬　真由 （Ｅ１）
三澤ひかり （Ｅ１） 中野　まよ （Ｅ１） 佐藤　直子 （Ｅ１） 鈴木　瑠花 （Ｅ１）
広谷　知美 （Ｅ１） 知念　咲季 （Ｅ１） 武田　真優 （Ｅ１） 海谷　玲奈 （Ｅ１）
中川　結生 （Ｅ１） 富谷　　茜 （Ｅ１） 向　　周太 （Ｅ２） 田中　雄大 （Ｅ２）
鈴木　健司 （Ｅ２） 佐藤　瑠利 （Ｅ２）

◎ 努力賞　（コーチに努力を認められた人、男女１名ずつ）

雨宮　想良 （Ｊ１） 阿部　柚葵 （Ｊ１） 木村　洸太 （Ｊ２） 清水　香帆 （Ｊ２）
吉宮　　輝 （Ａ１） 鈴木絵理佳 （Ａ１） 斎藤　直樹 （Ａ２） 川原　結菜 （Ａ２）
大井　空龍 （Ａ３） 日野　杏菜 （Ａ３） 松沢　　稜 （Ｂ１） 加藤　杏佳 （Ｂ１）
三浦　陽帆 （Ｂ２） 橋本　知佳 （Ｂ２） 須藤　竜矢 （Ｂ３） 三澤くるみ （Ｂ３）
室岡　祥太 （Ｃ１） 佐竹　真奈 （Ｃ１） 長岡　嶺王 （Ｃ２） 斉藤　咲希 （Ｃ２）
前田　馨人 （Ｃ３） 安達　志帆 （Ｃ３） 草苅　　蓮 （Ｆ１） 菅野　里奈 （Ｆ１）
森　　龍彦 （Ｄ１） 朝倉　美希 （Ｄ１） 阿部　　蓮 （Ｄ２） 由利　遥菜 （Ｄ２）
原田　大樹 （G1.2） 萬年　琴美 （Ｇ２）

◎ 最優秀選手賞　（全国の大会で決勝進出）

斎藤　宏文（日大山形高校３年） 渡辺　耶唯(山形市立第三中学校３年）
佐賀インターハイ 全国中学

　・２００ｍバタフライ　第４位　２分０１秒９９ 　・２００ｍバタフライ　第４位　２分１７秒０２

全国ジュニアオリンピック 国体

　・１００ｍバタフライ　第２位　　　５３秒５４ 　・１００ｍバタフライ　第６位　１分０１秒９８

　・２００ｍバタフライ　第４位　２分０１秒９９ 全国ジュニアオリンピック

　・１００ｍバタフライ　第７位　１分０２秒１４

山本　和幸（日大山形高校１年） 中野　まゆ（日大山形高校２年）

国体 全国ジュニアオリンピック

　・２００ｍ背泳ぎ　　　第８位　２分０９秒０３　 　・２００ｍ自由形　　　第８位　２分０３秒１７

斎藤　宏文 （ＥＸ） 渡辺　耶唯 （ＥＸ） 山本　和幸 （ＥＸ） 中野　まゆ　（ＥＸ）



◎ 優秀選手賞　（個人メドレーで泳力資格級が９級以上）

加藤　誠人 （Ｅ１） 須藤明日香 （Ｅ１） 松本さとみ （Ｅ１） 安達　雪鈴 （Ｅ１）
佐藤　　駿 （Ｅ２） 五十鈴川駿 （Ｅ２） 川又　友彰 （Ｅ２） 松本いづみ （Ｅ２）
町田　優理 （Ｅ２） 中野　まや （Ｅ２） 会田　夏子 （Ｅ２） 渡辺　新奈 （Ｅ２）
佐藤　　哲 （ＥＸ） 舛谷　　駿 （ＥＸ） 阿部　貴文 （ＥＸ） 田中　晃平 （ＥＸ）
小野　　修 （ＥＸ） 渡邉　　輝 （ＥＸ） 高橋　宏和 （ＥＸ） 江口　大樹 （ＥＸ）
白田　拓真 （ＥＸ） 佐藤　　颯 （ＥＸ） 土田　哲哉 （ＥＸ） 小鹿　　悟 （ＥＸ）
湯口　翔太 （ＥＸ） 東海林真美 （ＥＸ） 古頭　奈美 （ＥＸ） 山本　聖子 （ＥＸ）
岡崎　璃花 （ＥＸ） 大類　麻未 （ＥＸ） 山中さゆり （ＥＸ） 鈴木　　郁 （ＥＸ）

◎ 奨励賞　（個人メドレーで泳力資格級が６級以上）

庄司　壮諒 （Ｅ１） 佐藤　掌樹 （Ｅ１） 安達　　駿 （Ｅ１） 佐藤　風太 （Ｅ１）
江口　幸希 （Ｅ１） 齋藤　達也 （Ｅ１） 三浦　　鷹 （Ｅ１） 高橋　修一 （Ｅ１）
石垣　　亮 （Ｅ１） 橘　　智陽 （Ｅ１） 深瀬　孝介 （Ｅ１） 設楽　一人 （Ｅ１）
長岡　拓武 （Ｅ１） 渡部　美音 （Ｅ１） 野村　悠起 （Ｅ１） 菊池　脩人 （Ｅ１）

湯口　洋輔 （Ｅ１） 海谷　優太 （Ｅ１） 北條　友基 （Ｅ１） 広谷　麻美 （Ｅ１）
佐藤　朱里 （Ｅ１） 佐藤　　遥 （Ｅ１） 佐藤　　優 （Ｅ１） 井幡　葉月 （Ｅ１）
橋本　優希 （Ｅ１） 小神　美菜 （Ｅ１） 池野まりん （Ｅ１） 渡部　里奈 （Ｅ１）
高橋　二葉 （Ｅ１） 土屋　美咲 （Ｅ１） 吉田美菜子 （Ｅ１） 深瀬　真由 （Ｅ１）
三澤ひかり （Ｅ１） 中野　まよ （Ｅ１） 佐藤　直子 （Ｅ１） 鈴木　瑠花 （Ｅ１）
広谷　知美 （Ｅ１） 知念　咲季 （Ｅ１） 武田　真優 （Ｅ１） 海谷　玲奈 （Ｅ１）
中川　結生 （Ｅ１） 富谷　　茜 （Ｅ１） 向　　周太 （Ｅ２） 田中　雄大 （Ｅ２）
鈴木　健司 （Ｅ２） 佐藤　瑠利 （Ｅ２）


