
第74回国民体育大会（茨城県） 
水泳選手団が決定しました！ 

団長 田中 信宏 県水連会長 

総務 安藤  学 共愛学園高校 
マネジメント 

コーチ 小池 和也 伊勢崎工業高校 

＜競泳＞ 

監督 小茂田 猛 県央SS 

監督 山室  護 スウィン前橋SS 

コーチ 嶋田 英一 明和県央高校 

コーチ 高橋 光太郎 スウィン吉井SS 

コーチ 日向 将一 スウィン伊勢崎SS 

トレーナー 加藤 大悟 上武呼吸器科内科病院 

成
年
男
子 

千吉良 優斗 新潟医療福祉大学(4) 

天田 雄大 日本体育大学(4) 

田中 優弥 新潟医療福祉大学(3) 

高橋 洸輝 山梨学院大学(2) 

近藤 白竜 中京大学(2) 

少
年
男
子 

三浦  玲央 高崎高校(3) 

金 直輝 高崎高校(2) 

河原 隼斗 前橋育英高校(2) 

坊岡 優眞 市立太田高校(1) 

朝比奈 倫寛  前橋育英高校(1) 

黒古 大樹 前橋高校(1) 

宮本 直輝 市立太田高校(1) 

佐久間 哲平 関学大附属高校(1) 

武 快飛 伊勢崎市立第一中学校(3) 

成
年
女
子 

大和田 明日楓 慶應義塾大学(4) 

小池 詩音 日本大学(4) 

小野田 葵 国士舘大学(3) 

河田 華佳 法政大学(3) 

関口  真穂 法政大学(1) 

近藤 ちひろ 順天堂大学(1) 

少
年
女
子 

椎名 萌 前橋女子高校(2) 

橋本 さくら 明和県央高校(1) 

大串 実路 高崎市立八幡中学校(3) 

熊木 杏菜 群馬大学附属中学校(3) 

＜飛込＞ 

監督 岡部 優 高崎市立新町第一小学校 

少年女子 熊木 蘭 四ツ葉学園中等教育学校(4) 

＜OWS＞ 

監督 青木 和子 コナミスポーツ株式会社 

コーチ 及川 広太 フィジカルコンディショニングサロン 

男子 綿貫 慶吾 新潟医療福祉大学(1) 

女子 貴田 裕美 コナミスポーツ株式会社 

 9月11日から茨城県で行われる第74回国民

体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）の群馬県
選手団（水泳）が決定し、8月31日に激励会が
行われました。 

 群馬県スポーツ協会の松本理事長、海野選
手強化委員長から激励の言葉をいただき、水
泳選手団を代表して三浦玲央選手が決意表
明を行いました。 
 OWS競技は9/11(水)に潮来市特設オープン

ウォータースイミング会場にて、競泳・飛込競
技は9/14(土)～9/16(月)にひたちなか市の山
新スイミングアリーナにて行われます。 
 応援よろしくお願いします！ 

決意表明：三浦玲央選手 

激励品受領：熊木蘭選手、椎名萌選手 

競泳：国体強化合宿中！ 
引継練習もしっかりやっています！ 



第74回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体
群馬県選手団の結果 2019/9/13

9月11日、台風の影響が残る中、茨城県
潮来市で第74回国民体育大会（いきいき茨
城ゆめ国体）OWS競技が行われました。貴
田選手は、最初の周回はやや後方につけ、
その後徐々に順位を上げ、見事第３位に入
賞しました。男子の綿貫選手も積極的に全
国の強豪に挑みました。
9月13日には競泳・飛込の選手団が現地
に入り、会場で前日練習を行いました。競
泳は成年選手も合流し、結団式を行いまし
た。田中会長から「貴田選手の得点を引継
ぎ、さらに得点を積み重ねよう！」と激励
をいただきました。9月14日より３日間の
競技が行われます。自己ベスト更新、入賞
目指して選手・スタッフ一丸となってがん
ばります。応援よろしくお願いします！

表彰式：貴田裕美選手

OWS女子
貴田裕美選手（コナミスポーツ株式会社）

第3位入賞！

OWS選手団

レースを終えた貴田選手

左：競泳会場

下：競泳選手団



第74回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体
群馬県選手団の結果 2019/9/14

9月14日に開幕した第74回国民体育大
会（いきいき茨城ゆめ国体）の競泳・飛
込競技。初日は３人の選手が表彰台に登
りました。また、競泳では３種目で群馬
県新記録が樹立されるなど、好調な滑り
出しとなりました。

午前中に行われた少年女子高飛込では、
熊木蘭選手が素晴らしい演技を見せ、過
日行われたインターハイに続き、第３位
に入賞しました。

競泳では男子選手が健闘し、少年男子
A200m背泳ぎで三浦玲央選手が予選から
群馬県記録を更新し、トップで通過しま
した。決勝のレースも積極的な泳ぎでさ
らに記録を伸ばし、2分01秒84の群馬県
新記録で第３位に入賞しました。。三浦
選手は今大会の少年キャプテンを務める
など、常にチームを引っ張ってくれてい
ます。

少年女子
高飛込

熊木蘭
（四ツ葉学園中等教育学校）

第３位
238.30

少年男子A
200m背泳ぎ

三浦玲央
（県立高崎高校）

第３位
2:01.84（県記録）

成年男子
100mバタフライ

田中優弥
（新潟医療福祉大学）

第３位
52.58（県記録）

少年男子B
100m自由形

黒古大樹
（県立前橋高校）

第７位
52.30

少年男子B
4×100mフリーリレー

黒古大樹・武快飛
佐久間哲平・宮本直輝

第７位
3:30.60（県記録）

熊木蘭選手

去年は群馬県に貢献できなかったので、今
年はなんとしても群馬県に貢献したいという
思いで飛びました。地元の方々の声援をもら
う中で３位となり、表彰台に上がる姿を見せ
る事ができて本当に嬉しいです。明日の飛板
飛込でも一本一本を大切に飛びたいです。



三浦玲央選手

成年男子100mバタフライには、この夏
のユニバーシアード大会の50mバタフラ
イで銀メダルを獲得した田中優弥選手が
出場しました。インカレの疲れが残る中、
予選を８位で通過すると、決勝では前半
から果敢に攻め、52.58の群馬県新記録で
第３位に入賞しました。

少年男子B100m自由形では、黒古大樹
選手が予選、決勝ともに自己ベストを更
新し、見事７位に入賞しました。

少年男子Bの4×100mフリーリレーでは、
東京、大阪などの強豪ひしめき合う中、
黒古・武・佐久間・宮本の４人メンバー
で挑みました。決勝では全員が52秒台の
ラップを刻み、高校１年生と中学３年生
というメンバーながら、群馬県記録を６
年ぶりに更新する快挙を成し遂げ、第７
位に入賞しました。

競泳の得点は16点、飛込の得点は6点、
オープンウォーターを合わせて合計28点
となりました。

第２日目以降も最後まで諦めずに頑張
ります。応援よろしくお願いします。

シーズン最後の大会で、群馬県新記
録で表彰台に上がれてよかったです。
担当の高橋コーチには大変感謝してい
ます。メドレーリレーも頑張ります。

田中会長と
飛込選手団

表彰：田中優弥選手リレーに臨む４人のメンバー

田中優弥選手黒古大樹選手



第74回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体
群馬県選手団の結果 2019/9/16

第74回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ
国体）、競泳・飛込２日目は、２種目で入
賞という結果になりました。

午前中に行われた少年女子3m飛板飛込
では、昨日の高飛込で第３位に入賞した熊
木蘭選手が出場。最後まで集中力を切らさ
ずに演技を行い、第８位に入賞を果たしま
した。

競泳では、今シーズン自己ベストを何度
も更新し、好調の大和田明日楓選手が1分9
秒63の４位で決勝に進出。午後の決勝では、
ややタイムを落としたものの、第７位に入
賞しました。

２日目終了時点で競泳が18点、飛込が7
点、OWSと合わせて合計31点となりました。
残り一日最後まで諦めずに頑張ります。応
援よろしくお願いします。

成年女子 100m平泳ぎ
大和田明日楓選手（慶応義塾大学）1分10秒05 第７位
少年女子3m飛板飛込
熊木蘭選手（四ツ葉学園中等教育学校） 224.20 第８位

スタンドで声援を送る選手団

大和田選手決勝の入場

群馬県スポーツ協会松本理事長、海野選手
強化委員長より激励していただきました。

大
和
田
明
日
楓
選
手



第74回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体
群馬県選手団の結果 2019/9/17

第74回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ
国体）、競泳・飛込最終日の9月16日は、
少年男子B 400m自由形に佐久間哲平選手が
出場。午前中の予選は２番目のタイムで通
過しましたが、表彰台を狙った午後の決勝
では、連戦の疲れからかタイムが伸びず、
第５位という悔しい結果に終わりました。

少年男子Aと成年女子の4×100mメド
レーリレーは残念ながら予選を突破するこ
とができませんでした。

これで、 9月11日から9月16日の６日間
に渡って開催された今回の国体のすべての
競技を終え、群馬県選手団の男女総合成績
（天皇杯）は第22位、女子総合成績（皇后
杯）は第23位という結果になりました。

来年の第74回国民体育大会（燃ゆる感動
かごしま国体）に向けて今週末のに行われ
る群馬県選手権から再スタートになります。

応援ありがとうございました。

少年男子B 400m自由形
佐久間哲平選手（関学大附属高校）3分59秒79 第５位
天皇杯得点 45点 第22位
皇后杯得点 25点 第23位

佐
久
間
哲
平
選
手

佐久間選手決勝の入場（オーロラビジョン）

解団式の様子・田中会長の講評
初日のフリーリレー第７位のメンバー
左から、黒古・佐久間・武・宮本


