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令和４年９月９日 

 

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（４競技）に、次の

とおり埼玉県選手団を派遣いたします。本県選手団の活躍に御期待ください。 

 

１ 主 催 
  【大 会】公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、栃木県 

  【競技会】公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体、会場地市町村 

 

２ 実施競技・会期・開催地 
  【会期前実施競技：４競技】 

実施競技 会期 開催地 

水 泳 

○水球 ９月 10 日(土)～13 日(火) 栃木県 小山市 

○ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ ９月 10 日(土) 栃木県 市貝町 

○ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ ９月 11 日(日) 栃木県 宇都宮市 

○飛込 ９月 13 日(火)～15 日(木) 栃木県 宇都宮市 

○競泳 ９月 17 日(土)～19 日(月) 栃木県 宇都宮市 

体 操 
○体操競技 ９月 10 日(土)～13 日(火) 栃木県 宇都宮市 

○新体操 ９月 18 日(日)～19 日(月) 栃木県 小山市 

バレーボール ○ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ９月 10 日(土)～13 日(火) 栃木県 足利市 

弓 道 ９月 10 日(土)～13 日(火) 栃木県 宇都宮市 

 

３ 選手団人数 ※別添選手団名簿 

  【総数（４競技）：106 名】監督：16 名、選手：90 名 

 

４ 出場予定の主な選手 

競技 氏名(所属) 備考 

水泳:競泳成年男子 瀬戸 大也(TEAM DAIYA) リオ・東京五輪日本代表 

水泳:競泳少年女子Ａ 水野 柚希(栄東高校) 2022 世界ジュニア選手権２種目優勝 

水泳:競泳少年男子Ａ 宮木 宏悦(春日部共栄高校) ｼﾞｭﾆｱﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ選手権出場(2022)

水泳:競泳少年女子Ａ 加藤 心冨(春日部共栄高校) ｼﾞｭﾆｱﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ選手権出場(2022)

水泳:水球(少年男子) 皆川 大空(埼玉栄高校) 世界男子 U16 水球選手権 2022 出場 

体操競技:成年女子 宮川 紗江(ｻﾝﾐｭｰｼﾞｯｸﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ) リオ五輪日本代表 

体操競技:少年女子 岸  里奈(戸田市立新曽中) 2022 日本体操協会ﾅｼｮﾅﾙ強化指定選手

 

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(４競技) 埼玉県選手団の派遣について 



監　　督　　　８名
選手男子　　３４名
　　女子　　２６名

監　督 須田　邦明 68 埼玉県水泳連盟 川口市
戸川　晴夫 60 春日部共栄高等学校(教) 春日部市

競泳 岡安    敦 56 県立熊谷女子高等学校(教) 熊谷市
競泳 丸　　光弘 40 栄東高等学校（教） さいたま市
飛込 大久保　剛 57 東日本小型自動車競走会 川口市
水球(少年男子） 稲垣　　剛 50 埼玉栄高等学校(教) さいたま市
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ 千葉　恵子 49 アテナアクアメイツ さいたま市
ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 戸川須珠子 27 春日部共栄高等学校（職） 春日部市

競泳選手
成年男子 50m自由 坂本　　樹 19 新潟医療福祉大学 熊谷市

100m自由 熊澤　将大 20 新潟医療福祉大学 熊谷市
400m自由 松本　　輝 24 自衛隊体育学校 朝霞市
100m背泳 内藤　良太 24 八洲電業社 さいたま市
100m平泳 松村　優樹 25 さわかみ財団 さいたま市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 赤羽根康太 23 自衛隊体育学校 朝霞市
200m個人Ｍ 瀬戸　大也 27 TEAM DAIYA さいたま市

成年女子 50m自由・100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 田嶋　玲奈 20 明治大学 春日部市
100m自由 篠塚　聖妃 18 新潟医療福祉大学 さいたま市
400m自由 永島　　遥 21 東洋大学 さいたま市
100m背泳 酒井　　凌 18 中京大学 春日部市
100m平泳 宮坂　倖乃 21 明治大学 春日部市
200m個人Ｍ 菅　美奈実 18 新潟医療福祉大学 さいたま市
リレー 山本　葉月 19 東洋大学 加須市

少年男子Ａ 50m自由・100m自由 長岡　　豪 16 栄東高等学校 さいたま市
400m自由 宮木　宏悦 17 春日部共栄高等学校 春日部市
200m背泳・400ｍ個人Ｍ 入江　秀行 16 春日部共栄高等学校 春日部市
200m平泳 白石　快斗 17 武南高等学校 蕨市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 川野　博大 16 武南高等学校 蕨市
リレー 熊倉　来緒 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
リレー 渡邊　絢斗 15 花咲徳栄高等学校 加須市
リレー 小澤　　幹 17 埼玉栄高等学校 さいたま市

少年男子Ｂ 50m自由 會田　　慧 14 鴻巣市立鴻巣中学校 鴻巣市
100m自由 神場　一樹 14 春日部共栄中学校 春日部市
400m自由 内村　弥路 14 三芳町立藤久保中学校 三芳町
100m背泳 山下　理久 15 立教新座高等学校 新座市
100m平泳 矢野　拓都 14 春日部共栄中学校 春日部市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 細沼　弘輔 15 埼玉栄高等学校 さいたま市
リレー 岩見　俊祐 15 春日部共栄高等学校 春日部市

少年女子Ａ 50m自由 角野　優莉 17 春日部共栄高等学校 春日部市
100m自由 関根　倖彩 16 春日部共栄高等学校 春日部市
400m自由 古江　花帆 16 本庄東高等学校 本庄市
200m背泳 水野　柚希 16 栄東高等学校 さいたま市
200m平泳 加藤　心冨 16 春日部共栄高等学校 春日部市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 会沢　心唯 16 春日部共栄高等学校 春日部市
400m個人Ｍ 山田　菜月 15 埼玉栄高等学校 さいたま市

少年女子Ｂ 50m自由 山本　結月 15 花咲徳栄高等学校 加須市
100m自由・100m背泳 園部ゆあら 14 さいたま市立大砂土中学校 さいたま市
100m平泳 山田　　澄 15 春日部共栄高等学校 春日部市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ・200m個人Ｍ 中島　紗希 15 武南高等学校 蕨市
リレー 髙橋　彩加 15 埼玉栄高等学校 さいたま市
リレー 田村　好花 14 さいたま市立大宮西中学校 さいたま市

〔２０２２年４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

水泳競技 合計 ６８名



飛込選手
成年 飛板飛込・高飛込 長谷山奈優 19 日本女子体育大学 川口市
少年 高飛込 安丸　和華 16 川口市立高等学校 川口市
少年 飛板飛込 関口　麻耶 17 川口市立高等学校 川口市

水球選手
少年男子 Ｇ　Ｋ 宇田川大貴 17 埼玉栄高等学校 さいたま市

Ｆ　Ｐ 松原　知希 15 埼玉栄高等学校 さいたま市
Ｆ　Ｐ 皆川　大空 15 埼玉栄高等学校 さいたま市
Ｆ　Ｐ 永井　　和 16 埼玉栄高等学校 さいたま市
Ｆ　Ｐ 阿部　知空 16 埼玉栄高等学校 さいたま市
Ｆ　Ｐ 伊藤　シン 16 埼玉栄高等学校 さいたま市
Ｆ　Ｐ 葛西　正剛 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
Ｆ　Ｐ 髙木　琉生 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
Ｆ　Ｐ 新村　瑛太 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
Ｆ　Ｐ 木下丈太郎 17 秀明英光高等学校 上尾市
Ｆ　Ｐ 武田　豪太 17 秀明英光高等学校 上尾市

竹井枝里菜 16 武南高等学校 蕨市
高橋　　咲 16 県立岩槻高等学校 さいたま市

男　子 今井　柊介 15 武南高等学校 蕨市
女　子 寺島くるみ 17 春日部共栄高等学校 春日部市

アーティスティックスイミング選手

オープンウォータースイミング選手



監　　督　　　２名
選手男子　　　２名
　　女子　　　２名

監 督 ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(少年男子) 中村　　学 33 県立大宮東高等学校(教) さいたま市
ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(少年女子) 南　　佳孝 42 県立伊奈学園総合高等学校(教） 伊奈町

選 手 ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(少年男子) 濱田　　舜 17 県立大宮東高等学校 さいたま市
渡辺　　渉 17 県立大宮東高等学校 さいたま市

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(少年女子) 黒木　千暖 17 星野高等学校 川越市
山澤　水月 17 星野高等学校 川越市

監　　督　　　５名
選手男子　　　５名
　　女子　　１５名

監　督 向井　　司 62 県立浦和西高等学校(教) さいたま市
成年女子 小野寺　浩 58 県立ふじみ野高等学校(教) ふじみ野市
少年男子 大友　康平 33 埼玉栄高等学校（教） さいたま市
少年女子 豊島　リサ 44 ＮＰＯ戸田スポーツクラブ 戸田市
新体操 川原　　唯 34 西武台高等学校(教) 新座市

選　手 成年女子 佐藤　涼香 21 筑波大学 ふじみ野市
宮川　紗江 22 サンミュージックプロダクション 新座市
新山　愛望 18 順天堂大学 さいたま市
森　　蒼佳 20 日本体育大学 ふじみ野市
坂谷りんね 19 筑波大学 さいたま市

少年男子 中濱　太一 17 県立ふじみ野高等学校 ふじみ野市
岩﨑　大翔 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
梅尾　健琉 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
三戸　悠矢 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
石川翔生良 16 埼玉栄高等学校 さいたま市

少年女子 岸　　里奈 14 戸田市立新曽中学校 戸田市
山戸　陽茉 14 新座市立第二中学校 新座市
川上　紗輝 14 川越市立福原中学校 川越市
中濱　汐里 14 所沢市立向陽中学校 所沢市
有村　凪紗 15 県立ふじみ野高等学校 ふじみ野市

新体操 阿保　里奈 17 西武台高等学校 新座市
大橋　茉采 16 西武台高等学校 新座市
永山　心結 17 西武台高等学校 新座市
栗原　菜緒 16 星野高等学校 川越市
髙栁　七彩 17 星野高等学校 川越市

監　　督　　　１名
選手男子　　　３名
　　女子　　　３名

監　督 山田　尚子 51 県立伊奈学園総合高等学校（教） 伊奈町

選　手 成年女子 小野千絵美 41 埼玉県弓道連盟 さいたま市
田辺　智子 30 埼玉県弓道連盟 さいたま市
篠原　妃誉 44 埼玉県弓道連盟 ふじみ野市

少年男子 太田　将哉 17 県立川越高等学校 川越市
金井塚　渉 16 県立川越高等学校 川越市
馬渕　　誉 17 県立伊奈学園総合高等学校 伊奈町

弓道競技 合計　７名

バレーボール競技 合計 　６名

体操競技 合計　２５名
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