
中学 長谷部晴俊 将監中 中1 ライブ将監 高校 佐藤李玖都 東北学院高 高2 大学 小松　大翔 東北学院大 大１

小学 石山　帝成 寺岡小 小3 BIG仙台 藤盛　栞子 宮教大附属中 中1 ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央 菅原　果歩 東北高 高2 伊藤　亜蓮 東北学院大 大１

及川　裕健 大街道小 小3 ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ 片平　瑛太 亘理中 中1 ピュア仙南 星　　光陽 東北高 高2 アシスト 皆川　隼人 仙台大学 大2

髙島　はる 多賀城東小 小3 ピュア多賀城 西田　煌貴 多賀城二中 中2 アシスト 青木　　然 東北高 高2 大江　奈知 東北学院大 大2

田畑　友良 宮教大附属小 小4 ＪＳＳ南光台 戸田　翔太 大河原中 中2 ピュア仙南 渡辺　　杏 東北高 高2 ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央 小野寺将大 東北学院大 大2 イトマン向山

髙橋　楓羅 新田小 小4 ＪＳＳ南光台 山口　蒼太 名取一中 中2 ユースポーツ 木村　　颯 東北学院高 高2 武山　直樹 仙台大学 大3

坂本　七美 燕沢小 小4 ＪＳＳ南光台 佐々木　鼓 西山中 中2 ＪＳＳ南光台 岩間　隆太 仙台二高 高2 アシスト 山口　雅斗 東北学院大 大3

広沢　　湛 南光台小 小5 ＪＳＳ南光台 髙橋　斗眞 宮城野中 中2 ＪＳＳ南光台 松村　優香 東北高 高2 髙橋　龍平 中京大 大3

坂本　　凛 蒲町小 小5 ｾﾝﾄﾗﾙ南小泉 左舘　貴大 八軒中 中2 仙台SS南小泉 高橋康太朗 東北学院高 高2 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 伊藤　悠杏 中央大 大3

渡邉　　瑛 汐見小 小5 アシスト 渡辺　　杜 寺岡中 中3 ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央 小野寺　優 仙台二華高 高2 イトマン向山 菅野　凪紗 東北学院大 大3

上園　真穂 富ヶ丘小 小6 ピュア大和 齋藤由依菜 高崎中 中3 アシスト 髙橋　長将 仙台二華高 高2 髙橋　大夢 東北学院大 大3 イトマン向山

池田　愛心 広瀬小 小6 国見ＳＣ 石垣　友裕 塩竈三中 中3 アシスト 酒井丈太朗 仙台二華高 高2 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 神賀　輝 東海大 大4

冨田　紗良 北中山小 小6 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 小林　空雅 富沢中 中3 ﾙﾈｻﾝｽ長町南 高橋　実花 仙台二華高 高2 ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央 堀合孝太郎 北大大学院

伏見朋乃果 城南小 小6 アシスト 髙橋俊太朗 富沢中 中3 イトマン向山 青塚美賀琉 東北学院高 高2 一般 臼田　悠人 ＪＦＥ京浜 一般

山口愛里彩 増田小 小6 ユースポーツ 新里　京花 古川黎明中 中3 ピュア大和 木口　真優 仙台二華高 高3 ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央 山崎　純菜 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 一般

三條　礼響 小野小 小6 ピュア大和 戸田　勇太 東北学院中 中3 庄司　洸雅 東北高 高3 ＪＳＳ南光台 大友　瑛史 セントラル泉 一般

舟口あかり 東長町小 小6 イトマン向山 阿部　宏祐 岩切中 中3 CSｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ 高橋　遥馬 仙台二華高 高3

菅原　愛加 聖ドミニコ小 小6 ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央 菊地　颯太 遠刈田中 中3 ピュア仙南 千葉　万幸 仙台三桜高 高3 国見ＳＣ

千葉　康生 万石浦小 小6 SA石巻 佐藤竜之介 富沢中 中3 イトマン向山 加藤多雄宇 東北高 高3 ＪＳＳ南光台 中学 子田　あおい 七北田中 ３年 宮城ＡＳＣ

滝口　晴琉 西中田小 小6 ﾙﾈｻﾝｽ長町南 吉田　　翔 東北学院中 中3 工藤　佳奈 常盤木学園高 高3 ＪＳＳ南光台 冨永　乃胡 宮教大附属中 ３年 宮城ＡＳＣ

平野　　舞 小牛田小 小6 SA石巻 森崎安加里 白百合中 中3 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 中村　琉生 東北学院高 高3 高校 伊藤　鈴莉 仙台商業高 ２年 宮城ＡＳＣ

中学 齋藤佳音莉 秀光中 中1 アシスト 高校 曲山　海惟 東北高 高1 及川　椋平 東北高 高3 ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央 渡邊　羽奈 利府高 ２年 宮城ＡＳＣ

安藤　寧音 南吉成中 中1 国見ＳＣ 森元　涼生 仙台青陵高 高1 イトマン向山 田邊　優斗 東北高 高3 ＪＳＳ南光台 冨永　二胡 仙台南高 ２年 宮城ＡＳＣ

髙山　昇大 玉川中 中1 アシスト 鈴木　湊人 東北高 高1 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 谷藤　大斗 東北高 高3 イトマン向山

渡邉　沙妃 向洋中 中1 アシスト 菅井　悠香 宮城第一高 高1 国見ＳＣ 大場耕太郎 東北高 高3

河邊　龍斗 宮城野中 中1 ＪＳＳ仙台 中村　匠吉 東北高 高1 菊地　智与 仙台二華高 高3

伊藤　朝陽 郡山中 中1 ﾙﾈｻﾝｽ長町南 石川　晴花 東北高 高1 手嶋　　陸 東北高 高3

堀田　杏奈 玉川中 中1 アシスト 高橋　　翼 東北高 高1 松原　晴太 東北学院高 高3

小山　七海 五橋中 中1 イトマン向山 土井　零音 仙台高専名取 高1 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 太田　寛英 東北学院高 高3 *１０年連続表彰　小野寺将大（東北学院大学２年）

阿部　俊英 東豊中 中1 アシスト 髙橋　零生 東北学院高 高1 ＪＳＳ南光台 小浦　登生 東北学院高 高3 *オープンウォーター・飛込・水球は該当者無し

石垣ひまわり 七北田中 中1 セントラル泉 後藤　太獅 東北高 高1 アシスト 後藤　悠斗 東北高 高3 *12月11(土)～12日(日)の県短水路選手権で追加

佐藤　涼帆 大和中 中1 ピュア大和 千葉　純大 仙台二華高 高1 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 庄司萌々華 東北高 高3 認定されたを選手を含む。

秀島　優輝 南光台中 中1 ﾙﾈｻﾝｽ南光台 松川　鼓音 東北高 高1 ＪＳＳ仙台 次田　海斗 東北高 高3 仙台SS南小泉

郷内　泰志 名取一中 中1 ユースポーツ 千葉　駿介 仙台三高 高１ ユースポーツ

川村蓮之助 仙台二中 中1 小松笑泳塾 山際　啓斗 利府高 高2 ＪＳＳ南光台

川又敬千（ｲﾄﾏﾝ向山）　　菊地裕夫（ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央）

佐々木正次（JSS仙台）　　諸川佳祐（ﾙﾈｻﾝｽ南光台）

優秀コーチ賞（４名）

2021/12/17　（追加発表分含む）

２０２１年（一財）宮城県水泳連盟優秀選手名簿

競泳（118名）

アーティスティックスイミング（５名）


