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会期前実施競技 
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       公益財団法人 広島県体育協会 
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水泳（競泳）

　　　　　監督２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

監督 永田　和久 62 KSG広島ミドリスイミングクラブ

〃 三浦　秀行 53 広島市立沼田高等学校（教）

成年男子　　　　　　選手４名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 井田　憲吾 26 自衛隊体育学校 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m、自由形50m

〃 渡辺　隼斗 24 　　〃 平泳ぎ100m

〃 鈴木　海里 22 中京大学 個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m

〃 中西　　晟 18 明治大学 背泳ぎ100m

成年女子　　　　　　選手２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 井上　奈苗 21 福岡大学 自由形50m

〃 宮地　杏奈 20 大阪体育大学 自由形100m

少年男子　　　　　　選手７名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 篠原浩之介 17 広島県立賀茂高等学校 Ａ自由形50m

〃 白石　崇大 16 広島市立沼田高等学校 Ａ平泳ぎ200m

〃 田中　万葉 16 呉港高等学校 Ａ個人ﾒﾄﾞﾚｰ400m

〃 森政　祥人 16 広島市立沼田高等学校 Ａ自由形400m

〃 西田　拓郎 16 銀河学院高等学校 Ｂ背泳ぎ100m、自由形100m

〃 鉄増　将基 15 広島県立広島国泰寺高等学校 Ｂ個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m

〃 松川　晟士 14 広島城北中学校 Ｂﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m

少年女子　　　　　　選手５名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 讃岐　百花 18 広島県立福山葦陽高等学校 Ａ自由形100m

〃 渡部　芙柚 17 広島大学附属福山高等学校 Ａ平泳ぎ200m

〃 坂本　志織 16 広島市立沼田高等学校 Ａ自由形50m

〃 松下　舜佳 15 　　〃 Ｂ平泳ぎ100m、自由形50m

森川　莉子 14 広島市立安佐中学校 Ｂﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m

水泳（飛込）

成年女子　監督１名　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

監督 内藤　直樹 45 (公財)福山市体育振興事業団 兼少年男女監督

選手 柳田　双葉 21 福山平成大学 飛板飛込、高飛込

少年男子　　　　　　選手２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 後藤　啓佑 16 広島県立府中高等学校 高飛込

〃 竹谷　　隆 15 近畿大学附属広島中学校福山校 飛板飛込

少年女子　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 森淵茉莉愛 18 福山市立福山高等学校 飛板飛込、高飛込



水泳（シンクロナイズドスイミング）

少年女子　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

監督 片山満津芳 47 広島シンクロクラブ

選手 高野　　桜 17 広島県立広島国泰寺高等学校

〃 青山　優奈 14 広島市立牛田中学校

水泳（オープンウォーター）

男子　　　監督１名　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

監督 松村　　繁 48 フジタドルフィンクラブ 兼女子監督

選手 森政　祥人 16 広島市立沼田高等学校 兼競泳少年男子Ａ

女子　　　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 家頭　　望 17 広島県立呉三津田高等学校

バレーボール（ビーチバレーボール）

女子　　　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

監督 西本　重雄 64 無（広島市南区宇品御幸）

選手 菅原　和子 38 清川村立宮ケ瀬中学校（教）

〃 三木　庸子 40 豊中市役所

弓道

成年女子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

監督 安武　守昭 64 広島県立広島工業高等学校（教）

選手 西内　愛梨 20 広島工業大学

〃 井上亜紀子 43 ㈱フジイ機械製作所

〃 大野　　梢 33 ㈱白ゆり

少年女子　　　　　　選手３名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 日野まこと 18 広島文教女子大学附属高等学校

〃 森下　湖晴 17 　　　〃

〃 工藤　優香 17 広島県立広島皆実高等学校


