
 

 

 

 
 

第 74 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 



水泳（競泳）
　　　　　監督２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

監督 三浦　秀行 55 広島市立広島工業高等学校（教）
〃 栗栖　竜一 43 ＪＳＳ広島スイミングスクール

成年男子　　　　　　選手５名
区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 田中　大尊 20 東洋大学 個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m
〃 松浦　　詢 21 日本大学 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
〃 井田　憲吾 28 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 26 　　〃 平泳ぎ100m、ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
〃 中西　　晟 20 明治大学 背泳ぎ100m、ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

少年男子　　　　　　選手７名
区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 松川　晟士 16 広島城北高等学校 Ａﾊﾞﾀﾌﾗｲ200m
〃 西田　拓郎 18 銀河学院高等学校 Ａ自由形100m
〃 眞鍋　嵐士 17 広島市立沼田高等学校 Ａ背泳ぎ200m
〃 糀屋　　斎 18 呉港高等学校 Ａ自由形50m
〃 中村　幸平 16 修道高等学校 Ｂﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m
〃 生稲　斗和 15 呉港高等学校 Ｂ個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m
〃 山根　聡太 15 広島市立安佐中学校 Ｂ自由形400m

少年女子　　　　　　選手７名
区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 森川　莉子 16 広島県立広島観音高等学校 Ａﾊﾞﾀﾌﾗｲ200m
〃 枡井　　萌 17 広島なぎさ高等学校 Ａ個人ﾒﾄﾞﾚｰ400m
〃 今井　夏希 17 広島県立福山葦陽高等学校 Ａ平泳ぎ200m
〃 松下　舜佳 17 広島市立沼田高等学校 Ａ自由形50m
〃 佐藤　　鼓 15 広島県立賀茂高等学校 Ｂ背泳ぎ100m、個人ﾒﾄﾞﾚｰ200m

〃 重松万唯花 15 呉市立呉中央中学校 Ｂ自由形100m
〃 下田　彩葉 14 広島市立温品中学校 Ｂ自由形50m

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 47 (公財)福山市スポーツ協会 兼少年監督
選手 森淵茉莉愛 20 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 竹谷　　隆 17 近畿大学附属広島高等学校福山校 高飛込
〃 後藤　啓佑 18 広島県立府中高等学校 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 高田　蒼衣 16 福山暁の星女子高等学校 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 49 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ広島
選手 青山　優奈 16 比治山女子高等学校
〃 河野　明称 17 安田女子高等学校



水泳（オープンウォーター）
　　　　　監督１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

監督 朝倉　　健 27 (株) AQUA-TICS
男子　　　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 森政　祥人 18 福岡大学
女子　　　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 籠島沙希乃 17 広島市立沼田高等学校

バレーボール（ビーチバレーボール）
少年男子　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

監督 小笹山　昇 51 広島県立五日市高等学校（教）
選手 樋口　雄飛 17 広島県立安古市高等学校
〃 川崎　　亮 16 広島国際学院高等学校

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 廣田　洋平 36 広島県立呉宮原高等学校（教）
選手 金子　奈那 16 広島翔洋高等学校
〃 海本　奈々 17 　　〃

体操
少年男子　監督１名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　　考

監督 渡邉　稔宜 41 崇徳高等学校（教）
選手 奥　　朝陽 17 崇徳高等学校
〃 横山　蒼太 17 　　〃
〃 坂居　龍幸 15 　　〃
〃 松重　　秀 16 　　〃
〃 森　洸志郎 15 　　〃

少年女子　監督１名　選手５名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　　考

監督 佐々木靖武 34 成美ジムクラブ
選手 北山　琴望 18 山陽女学園高等部
〃 中野　愛子 14 山陽女学園中等部
〃 梅尾梨々花 17 広島県立千代田高等学校
〃 神藤　綾花 16 広島修道大学ひろしま協創高等学校

〃 梅木　唯伊 17 　　〃


