
 

 

 

 
 

第 73 回国民体育大会 

会期前実施競技 
         
       

広島県選手団名簿                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       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 63 KSG広島ミドリスイミングクラブ

〃 三浦　秀行 54 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 田中洸太郎 22 法政大学 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

〃 井田　憲吾 27 自衛隊体育学校 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m、ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

〃 渡辺　隼斗 25 　　〃 平泳ぎ100m、ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

〃 中西　　晟 19 明治大学 背泳ぎ100m、自由形100m、ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

少年男子　　　　　　選手６名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 白石　崇大 17 広島市立沼田高等学校 Ａ平泳ぎ200m

〃 田中　万葉 17 呉港高等学校 Ａ個人ﾒﾄﾞﾚｰ400m

〃 森政　祥人 17 広島市立沼田高等学校 Ａ自由形400m

〃 西田　拓郎 17 銀河学院高等学校 Ａ背泳ぎ200m

〃 松川　晟士 15 広島城北高等学校 Ｂﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m、個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m

〃 時川　叶夢 16 呉港高等学校 Ｂ自由形400m

少年女子　　　　　　選手４名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 坂本　志織 17 広島市立沼田高等学校 Ａ自由形50m、自由形100m

〃 森川　莉子 15 広島県立広島観音高等学校 Ｂﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m

〃 枡井　　萌 16 広島なぎさ高等学校 Ｂ個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m

〃 佐藤　　鼓 14 東広島市立八本松中学校 Ｂ背泳ぎ100m

水泳（飛込）

成年女子　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

監督 内藤　直樹 46 (公財)福山市体育振興事業団 兼少年男子監督

選手 森淵茉莉愛 19 福山平成大学 高飛込

〃 宮上　　幸 19 島根大学 飛板飛込

少年男子　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　考

選手 後藤　啓佑 17 広島県立府中高等学校 飛板飛込、高飛込

水泳（アーティスティックスイミング）

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 48 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ広島

選手 高野　　桜 18 広島県立広島国泰寺高等学校

〃 横田　菜々 14 広島市立中広中学校

水泳（オープンウォーター）

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 津村　栄太 48 (公財)広島市スポーツ協会

選手 山本　和奏 17 広島市立沼田高等学校
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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 65 無（広島市南区宇品御幸）

選手 三木　庸子 41 豊中市役所

〃 菅原　和子 39 清川村立宮ケ瀬中学校（教）

ハンドボール

成年男子　監督１名　選手１２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

監督 杉山　裕一 45 湧永製薬㈱

選手 志水　孝行 35 　　〃

〃 助安　功成 24 　　〃

〃 庄子　直志 23 　　〃

〃 福田　将太 25 　　〃

〃 成田　幸平 29 　　〃

〃 松本　崇聖 25 　　〃

〃 東江　太輝 29 　　〃

〃 小賀野龍也 30 　　〃

〃 野村　浩輝 27 　　〃

〃 佐藤　智仁 33 　　〃

〃 西田　祐輝 22 　　〃

〃 伊藤浩太郎 28 　　〃

成年女子　監督１名　選手１２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

監督 中山　　剛 49 ㈱イズミテクノ

選手 板野　　陽 25 ㈱イズミ

〃 角屋　里帆 27 　　〃

〃 石川　紗衣 23 　　〃

〃 門谷　　舞 27 ㈱ゆめカード

〃 眞継　麻礼 25 　　〃

〃 三田　未稀 23 　　〃

〃 三橋　未来 22 ㈱イズミ

〃 近藤　万春 22 　　〃

〃 石田　紗貴 28 ㈱イズミテクノ

〃 木村　有沙 22 ㈱イズミ

〃 井内　理絵 19 　　〃

〃 中村　桃子 23 ㈱イズミテクノ

クレー射撃

成年　　（監督１名）選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　考

監督兼選手 小林　守太 74 ㈲ケアーサービス因島 トラップ

選手 水木　勝幸 61 無（広島市南区山城町） 　〃

〃 山下　幸之 55 社会福祉法人　静和会 　〃
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