
ＮＯ 役職 種別 種目 氏　　　　名 現住所

1 監督 成年 全種目 辻　幸太郎 Ｋ－ＩＮＧ　ＬＡＢ 甲賀市

2 選手 成年男子 自由形50ｍ・ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×50m 望月　智裕 びわこ成蹊スポーツ大学 2年 守山市

3 選手 成年男子 平泳ぎ100m 山本　聖蓮 中央大学 2年 東京都日野市

4 選手 成年男子 ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×50m 新谷　晃生 びわこ成蹊スポーツ大学 3年 高島市

5 選手 成年男子 ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×50m 中野　育希 びわこ成蹊スポーツ大学 2年 野洲市

6 選手 成年男子 自由形100ｍ・ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×50m 古川　皓基 中央大学 4年 東京都日野市

7 監督 少年 全種目 宮成　圭二 株式会社いずみ二一　草津イトマンフィットネスクラブ 草津市

8 選手 少年男子A 自由形400ｍ・ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×200m 十亀　睦之 近江兄弟社高等学校 3年 近江八幡市

9 選手 少年男子A 個人ﾒﾄﾞﾚｰ400m・ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×200m 岡本　龍平 滋賀県立石山高等学校 2年 大津市

10 選手 少年男子A ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×200m 川本　一心 滋賀県立石山高等学校 2年 大津市

11 選手 少年男子A ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×200m 松宮　琉貴 比叡山高等学校 3年 栗東市

12 選手 少年男子B 自由形50ｍ・ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×100m 藤本　笠斗 滋賀県立草津東高等学校 1年 栗東市

13 選手 少年男子B ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×100m 横山　叡智 比叡山高等学校 1年 栗東市

14 選手 少年男子B 自由形400ｍ・ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×100m 岩谷　善太 比叡山高等学校 1年 栗東市

15 選手 少年男子B 自由形100ｍ・ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×100m 加藤　遼士 滋賀県立草津東高等学校 1年 守山市

16 選手 少年女子A 個人ﾒﾄﾞﾚｰ400m 渡邊　ひまり 滋賀県立草津東高等学校 3年 守山市

17 選手 少年女子A 平泳ぎ200m・ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ4×100m 篠原　葵 滋賀県立草津東高等学校 2年 近江八幡市

18 選手 少年女子A ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×100m・ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ4×100m 稲本　都乃 比叡山高等学校 2年 東近江市

19 選手 少年女子A ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ4×100m 田中　彩也香 滋賀県立草津東高等学校 2年 甲賀市

20 選手 少年女子A ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×100m 柴田　真佳 比叡山高等学校 3年 大津市

21 選手 少年女子A ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×100m・ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ4×100m 岸本　明日香 滋賀県立大津高等学校 2年 高島市

22 選手 少年女子A ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×100m 丸一　慧奈 滋賀県立草津東高等学校 1年 近江八幡市

ＮＯ 役職 種別 種目 氏　　　　名 現住所

1 監督 成年 飛板飛込・高飛込 増田　圭亮 滋賀県立障害者福祉センター 米原市

2 選手 成年男子 飛板飛込・高飛込 伊藤　洸輝 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 草津市

3 選手 成年女子 高飛込 板橋　美波 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 草津市

ＮＯ 役職 種別 種目 氏　　　　名 現住所

1 監督 少年男子 水球 成田　新治 滋賀県水泳連盟 長浜市

2 選手 少年男子 水球 春日　大樹 滋賀県立長浜北星高等学校 2年 米原市

3 選手 少年男子 水球 三輪　康太 滋賀県立長浜北星高等学校 2年 米原市

4 選手 少年男子 水球 有田　成琉 滋賀県立長浜北星高等学校 1年 長浜市

5 選手 少年男子 水球 中川　青大 滋賀県立長浜北星高等学校 3年 長浜市

6 選手 少年男子 水球 行岡　暖陽 滋賀県立長浜北星高等学校 3年 長浜市

7 選手 少年男子 水球 森川　永遠 滋賀県立長浜北星高等学校 1年 長浜市

8 選手 少年男子 水球 清水　研佑 滋賀県立長浜北星高等学校 2年 長浜市

9 選手 少年男子 水球 打木　優安 滋賀県立長浜北星高等学校 2年 長浜市

10 選手 少年男子 水球 山本　悠馬 滋賀県立長浜北星高等学校 1年 長浜市

11 選手 少年男子 水球 上坂　飛嘉 滋賀県立長浜農業高等学校 1年 長浜市

12 選手 少年男子 水球 山中　智敦 滋賀県立長浜北星高等学校 1年 長浜市

13 選手 少年男子 水球 白谷　太一 滋賀県立長浜北星高等学校 3年 彦根市

14 選手 少年男子 水球 宮脇　悠斗 滋賀県立長浜北星高等学校 3年 彦根市

15 選手 少年男子 水球 伊藤　珀叶 滋賀県立石山高等学校 2年 大津市

16 選手 少年男子 水球 桐畑　全 滋賀県立長浜北星高等学校 1年 長浜市

勤務先・学校名・所属等

勤務先・学校名・所属等

第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」 会期前実施競技
滋賀県選手団名簿

水泳（競泳）

水泳（飛込）

水泳（水球）
勤務先・学校名・所属等



第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」 会期前実施競技
滋賀県選手団名簿

ＮＯ 役職 種別 種目 氏　　　　名 現住所

1 監督 全種別 オープンウォータースイミング 鵜飼　久登 株式会社水口スポーツセンター 守山市

2 選手 男子 オープンウォータースイミング 伊藤　珀叶 滋賀県立石山高等学校 2年 大津市

3 選手 女子 オープンウォータースイミング 伊藤　芽花 びわこ成蹊スポーツ大学 3年 大津市

ＮＯ 役職 種別 種目 氏　　　　名 現住所

1 監督 少年男子 ビーチバレーボール 前田　洋平 滋賀県立八日市養護学校 教員 長浜市

2 選手 少年男子 ビーチバレーボール 松林　勇輝 比叡山高等学校 3年 大津市

3 選手 少年男子 ビーチバレーボール 原　亘輝 滋賀県立八日市高等学校 3年 犬上郡

4 監督 少年女子 ビーチバレーボール 大木　肇 滋賀県立北大津高等学校 教員 野洲市

5 選手 少年女子 ビーチバレーボール 平田　七海 近江兄弟社高等学校 3年 湖南市

6 選手 少年女子 ビーチバレーボール 上野　新菜 滋賀県立八日市高等学校 3年 愛知郡

ＮＯ 役職 種別 種目 氏　　　　名 現住所

1 監督 少年男子 競技 寺田　有佑 滋賀県立栗東高等学校 教員 守山市

2 選手 少年男子 競技 中江　遥斗 滋賀県立栗東高等学校 1年 甲賀市

3 選手 少年男子 競技 滋賀県立栗東高等学校 1年 大津市

4 選手 少年男子 競技 清水　凰貴 滋賀県立栗東高等学校 2年 東近江市

5 選手 少年男子 競技 森本　彪駕 滋賀県立栗東高等学校 2年 栗東市

6 選手 少年男子 競技 斯波　知気 守山市立守山中学校 3年 守山市

7 監督 少年女子 競技 寺田　英莉 滋賀県体操協会 守山市

8 選手 少年女子 競技 村部　美優 滋賀県立栗東高等学校 2年 栗東市

9 選手 少年女子 競技 三輪　紫音 草津市立新堂中学校 3年 草津市

10 選手 少年女子 競技 森　こころ 甲賀市立城山中学校 3年 甲賀市

11 選手 少年女子 競技 清水　保那美 大津市立瀬田北中学校 3年 大津市

12 選手 少年女子 競技 石原　奈菜 滋賀県立栗東高等学校 2年 大津市

ＮＯ 役職 種別 種目 氏　　　　名 現住所

1 監督 少年女子 新体操 北川　礼子 Stella R☆G 愛知郡

2 選手 少年女子 新体操 横山　真希 滋賀県立日野高等学校 3年 蒲生郡

3 選手 少年女子 新体操 圓城　希帆 近江兄弟社高等学校 2年 東近江市

4 選手 少年女子 新体操 佐川　陽南 近江兄弟社高等学校 1年 近江八幡市

5 選手 少年女子 新体操 竹中　乃愛 滋賀県立守山高等学校 1年 近江八幡市

6 選手 少年女子 新体操 田中　日菜 近江兄弟社高等学校 1年 野洲市

ＮＯ 役職 種別 種目 氏　　　　名 現住所

1 監督 成年男子 近的・遠的 組澤　篤 パナソニック株式会社 草津市

2 選手 成年男子 近的・遠的 中村　良太 株式会社ハヤシ 彦根市

3 選手 成年男子 近的・遠的 小倉　僚介 オールライフ保険サービス株式会社 長浜市

4 選手 成年男子 近的・遠的 下司　惇太 長浜信用金庫 長浜市

弓道
勤務先・学校名・所属等

勤務先・学校名・所属等

バレーボール（ビーチバレーボール）

体操（新体操）
勤務先・学校名・所属等

勤務先・学校名・所属等

水泳（オープンウォータースイミング）

体操（体操競技）

勤務先・学校名・所属等


