
第60回全国国公立大学選手権水泳競技大会登録団体別_リレー要員一覧表

48014
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜市立大      
性別:

杉山健太郎            ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ             大学（2）1 男子

松本　聖司            ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ               大学（2）2 男子

三原　大昂            ﾐﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ                大学（1）3 男子

48019
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜国立大      
性別:

須藤　拓馬            ｽﾄﾞｳ ﾀｸﾏ                大学（4）1 男子

野嵜　一徳            ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ              大学（1）2 男子

48021
氏名: カナ: 学校:No.:

埼玉大          
性別:

岡部　太郎            ｵｶﾍﾞ ﾀﾛｳ                大学（1）1 男子

48022
氏名: カナ: 学校:No.:

首都大          
性別:

遠北　　諒            ｴﾝｷﾀ ﾘｮｳ                大学（2）1 男子

西丸　和友            ﾆｼﾏﾙ ｶｽﾞﾄﾓ              大学（2）2 男子

湯浅　健人            ﾕｱｻ ｹﾝﾄ                 大学（1）3 男子

平塚　　耀            ﾋﾗﾂｶ ﾖｳ                 大学（1）4 男子

石野　健登            ｲｼﾉ ｹﾝﾄ                 大学（1）5 男子

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大      
性別:

上船　史弥            ｳｴﾌﾈ ﾌﾐﾔ                大学（2）1 男子

西井　大亮            ﾆｼｲ ﾀﾞｲｽｹ               大学（3）2 男子

山元　聖也            ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ                大学（2）3 男子

48078
氏名: カナ: 学校:No.:

茨城大          
性別:

野田　祥太            ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ                大学（2）1 男子

七ツ田　渉            ﾅﾅﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ               大学（1）2 男子

藤田　菜美            ﾌｼﾞﾀ ﾅﾐ                 大学（1）3 女子

48088
氏名: カナ: 学校:No.:

高崎経済大      
性別:

江川　周人            ｴｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ               大学（3）1 男子

加藤　千智            ｶﾄｳ ﾁｻﾄ                 大学（3）2 女子

我妻真結子            ｱｶﾞﾂﾏ ﾏﾕｺ               大学（3）3 女子

48101
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨大          
性別:

袴田　　迪            ﾊｶﾏﾀ ｽｽﾑ                大学（3）1 男子

安齋　孝明            ｱﾝｻﾞｲ ﾀｶｱｷ              大学（1）2 男子

秋山　泰輝            ｱｷﾔﾏ ﾀｲｷ                大学（1）3 男子
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49010
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大          
性別:

古川　諒祐            ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｽｹ              大学（3）1 男子

木野　拓也            ｷﾉ ﾀｸﾔ                  大学（1）2 男子

浦島　基宏            ｳﾗｼﾏ ﾓﾄﾋﾛ               大学（1）3 男子

服部　祐哉            ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾔ                大学（1）4 男子

伊藤　駿平            ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ              大学（1）5 男子

伊藤　絵理            ｲﾄｳ ｴﾘ                  大学（4）6 女子

佐藤　友紀            ｻﾄｳ ﾕｷ                  大学（4）7 女子

葛谷　麻希            ｸｽﾞﾔ ﾏｷ                 大学（1）8 女子

49013
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋市大
性別:

大倉　宇海            ｵｵｸﾗ ｳﾐ                 大学（2）1 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

新美　篤則            ﾆｲﾐ ｱﾂﾉﾘ                大学（4）1 男子

古田　哲也            ﾌﾙﾀ ﾃﾂﾔ                 大学（4）2 男子

森島　清流            ﾓﾘｼﾏ ｾｲﾙ                大学（3）3 男子

伏屋　佑亮            ﾌｾﾔ ﾕｳｽｹ                大学（1）4 男子

49018
氏名: カナ: 学校:No.:

信州大          
性別:

安藤羅崇汰            ｱﾝﾄﾞｳ ﾗｽﾀ               大学（2）1 男子

鈴木健太良            ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ              大学（2）2 男子

安澤　聖志            ﾔｽｻﾞﾜ ｻﾄｼ               大学（1）3 男子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大
性別:

林　　哲哉            ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ                 大学（6）1 男子

皆見　勇人            ｶｲﾐ ﾕｳﾄ                 大学（4）2 男子

田北　大昂            ﾀｷﾀ ﾋﾛﾀｶ                大学（6）3 男子

熊野　景太            ｸﾏﾉ ｹｲﾀ                 大学（5）4 男子

松平　偉栄            ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｲｻｸ              大学（3）5 男子

門野　洸平            ｶﾄﾞﾉ ｺｳﾍｲ               大学（3）6 男子

山口　峻介            ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ             大学（3）7 男子

佐美三幸典            ｻﾐｿﾞｳ ﾕｷﾉﾘ              大学（2）8 男子

高野　陽介            ﾀｶﾉ ﾖｳｽｹ                大学（2）9 男子

科野　大蔵            ｼﾅﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ              大学（2）10 男子

三木　良太            ﾐｷ ﾘｮｳﾀ                 大学（1）11 男子

三浦　大輝            ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ                大学（1）12 男子

50027
氏名: カナ: 学校:No.:

奈良教育大
性別:

角　安麻奈            ｽﾐ ｱﾏﾅ                  大学（3）1 女子

50029
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪府立大
性別:

南山　雄司            ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ              大学（3）1 男子

西台　顕伍            ﾆｼﾀﾞｲ ｹﾝｺﾞ              大学（2）2 男子

間野　直人            ﾏﾉ ﾅｵﾄ                  大学（2）3 男子

阿比留大貴            ｱﾋﾞﾙ ﾀﾞｲｷ               大学（2）4 男子

毛利　祥大            ﾓｳﾘ ｼｮｳﾀ                大学（2）5 男子
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50094
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県立大
性別:

森田　絢子            ﾓﾘﾀ ｱﾔｺ                 大学（4）1 女子

大谷明日香            ｵｵﾀﾆ ｱｽｶ                大学（3）2 女子

51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大
性別:

中島　紘一            ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ              大学（3）1 男子

佐藤　昭洋            ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ                大学（4）2 男子

松原　央樹            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｵｳｷ               大学（3）3 男子

山岡　浩輔            ﾔﾏｵｶ ｺｳｽｹ               大学（2）4 男子

香西　将宏            ｺｳｻﾞｲ ﾏｻﾋﾛ              大学（1）5 男子

黒厚子璃佳            ｸﾛｺﾞｳｼ ﾘｶ               大学（3）6 女子

福井伽那子            ﾌｸｲ ｶﾅｺ                 大学（1）7 女子

池田　　愛            ｲｹﾀﾞ ｱｲ                 大学（1）8 女子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大
性別:

河原　寛之            ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ               大学（4）1 男子

谷口　克也            ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾂﾔ               大学（4）2 男子

北村　勇太            ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ                大学（3）3 男子

佐久間幸城            ｻｸﾏ ﾕｷｼﾛ                大学（2）4 男子

成相　寿章            ﾅﾘｱｲ ﾄｼｱｷ               大学（3）5 男子

山田　和弘            ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ              大学（3）6 男子

片山　　東            ｶﾀﾔﾏ ｱﾀﾙ                大学（1）7 男子

滑　　佑斗            ﾅﾒﾗ ﾕｳﾄ                 大学（1）8 男子

舩越　杏子            ﾌﾅｺｼ ｷｮｳｺ               大学（3）9 女子

上田　夏瑠            ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾙ                大学（1）10 女子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

横山　和也            ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ               大学（4）1 男子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大
性別:

江本　光汰            ｴﾓﾄ ｺｳﾀ                 大学（2）1 男子

土井　一希            ﾄﾞｲ ｶｽﾞｷ                大学（1）2 男子

伊須田　遼            ｲｽﾀﾞ ﾘｮｳ                大学（1）3 男子

岡崎　　暁            ｵｶｻﾞｷ ｱｹﾙ               大学（1）4 男子

木原　穂高            ｷﾊﾗ ﾎﾀｶ                 大学（1）5 男子

51013
氏名: カナ: 学校:No.:

鳥取大
性別:

口野　風斗            ｸﾁﾉ ﾌｳﾄ                 大学（3）1 男子
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51016
氏名: カナ: 学校:No.:

高知大
性別:

山本　遼太            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ               大学（4）1 男子

坂井　将樹            ｻｶｲ ﾏｻｷ                 大学（3）2 男子

野地　祥斗            ﾉｼﾞ ﾅｵﾄ                 大学（2）3 男子

山下　航平            ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ               大学（1）4 男子

上口　雄馬            ｳｴｸﾞﾁ ﾕｳﾏ               大学（1）5 男子

神原　詩織            ｶﾝﾊﾞﾗ ｼｵﾘ               大学（3）6 女子

西井　理紗            ﾆｼｲ ﾘｻ                  大学（2）7 女子

山下　綾菜            ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾅ                大学（2）8 女子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大
性別:

山本　由輝            ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ                大学（3）1 男子

西隈永一郎            ﾆｼｸﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ             大学（3）2 男子

野村　彰士            ﾉﾑﾗ ｱｷﾄ                 大学（1）3 男子

中村　洋介            ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ               大学（2）4 男子

福丸　祐耶            ﾌｸﾏﾙ ﾕｳﾔ                大学（2）5 男子

岩井健太郎            ｲﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ               大学（2）6 男子

廣森　飛鳥            ﾋﾛﾓﾘ ｱｽｶ                大学（2）7 男子

石井　　亮            ｲｼｲ ﾘｮｳ                 大学（1）8 男子

52002
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡教育大      
性別:

石田　　愛            ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ               大学（3）1 女子

野口　　遥            ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ                大学（3）2 女子

52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大          
性別:

松本　　賢            ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ                大学（3）1 男子

七田　健介            ｼﾁﾀﾞ ｹﾝｽｹ               大学（1）2 男子

蒔田　真弓            ﾏｷﾀ ﾏﾕﾐ                 大学（4）3 女子

52007
氏名: カナ: 学校:No.:

長崎大          
性別:

亀井　燿平            ｶﾒｲ ﾖｳﾍｲ                大学（4）1 男子

赤松　摩紀            ｱｶﾏﾂ ﾏｷ                 大学（4）2 女子

鳥羽　　萌            ﾄﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ                大学（1）3 女子
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52009
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本大          
性別:

生田　尚義            ｲｸﾀ ﾅｵﾖｼ                大学（3）1 男子

東原　有希            ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗ ﾕｳｷ             大学（3）2 男子

内田　僚汰            ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ               大学（4）3 男子

田尻　鴻平            ﾀｼﾞﾘ ｺｳﾍｲ               大学（3）4 男子

佐藤　　隼            ｻﾄｳ ｼｭﾝ                 大学（3）5 男子

王　　　瀟            ｵｳ ｼｮｳ                  大学（2）6 男子

角田　智浩            ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ               大学（2）7 男子

勝田　真弘            ｶﾂﾀ ﾅｵﾋﾛ                大学（3）8 男子

堀田　昂良            ﾎﾘﾀ ｱｷﾗ                 大学（2）9 男子

神崎　　翔            ｶﾝｻﾞｷ ｼｮｳ               大学（2）10 男子

宮内　　陸            ﾐﾔｳﾁ ﾘｸ                 大学（2）11 男子

宮前　博隆            ﾐﾔﾏｴ ﾋﾛﾀｶ               大学（2）12 男子

林田　佳大            ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ              大学（1）13 男子

山口　拓也            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ               大学（1）14 男子

稲益　幸希            ｲﾅﾏｽ ｺｳｷ                大学（1）15 男子

福田　晃平            ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ               大学（1）16 男子

PiruzyanMariam        Piruzyan Mariam         大学（3）17 女子

寺屋さとみ            ﾃﾗﾔ ｻﾄﾐ                 大学（2）18 女子

権籐　成香            ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲｶ              大学（1）19 女子

52014
氏名: カナ: 学校:No.:

佐賀大          
性別:

廣津留倖一            ﾋﾛﾂﾙ ｺｳｲﾁ               大学（2）1 男子

栗山　貴宏            ｸﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ               大学（3）2 男子

小柳　寛明            ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｱｷ              大学（2）3 男子

西尾　祐哉            ﾆｼｵ ﾕｳﾔ                 大学（2）4 男子

52019
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿児島大        
性別:

北村　勇樹            ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ                大学（2）1 男子

52020
氏名: カナ: 学校:No.:

宮崎大          
性別:

西村　北斗            ﾆｼﾑﾗ ﾎｸﾄ                大学（3）1 男子

岡本　庄平            ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ              大学（3）2 男子

杉本　匡弥            ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾔ               大学（3）3 男子

志賀　竜真            ｼｶﾞ ﾘｮｳﾏ                大学（3）4 男子

小平　涼太            ｺﾋﾗ ﾘｮｳﾀ                大学（2）5 男子

小倉　崚司            ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳｼﾞ              大学（2）6 男子

鈴木悠太郎            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ              大学（1）7 男子

河野　　匠            ｶﾜﾉ ﾀｸﾐ                 大学（1）8 男子

藤本　雄大            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ             大学（1）9 男子

溝口　正輝            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏｻｷ              大学（1）10 男子

52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大      
性別:

西川　知弥            ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾔ                大学（2）1 男子
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53064
氏名: カナ: 学校:No.:

福島大          
性別:

中村　允人            ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ                大学（3）1 男子

中島　和敬            ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾀｶ             大学（2）2 男子

鈴木　佳史            ｽｽﾞｷ ﾖｼﾌﾐ               大学（2）3 男子

小木曽雄太            ｺｷﾞｿ ﾕｳﾀ                大学（2）4 男子

53066
氏名: カナ: 学校:No.:

東北大          
性別:

千葉　滉平            ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ                大学（3）1 男子

長岡　佑真            ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾏ               大学（3）2 男子

小川　　竣            ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ                大学（2）3 男子

鳥畑　優太            ﾄﾘﾊﾀ ﾕｳﾀ                大学（1）4 男子

53070
氏名: カナ: 学校:No.:

山形大          
性別:

大池　清士            ｵｵｲｹ ｷﾖｼ                大学（1）1 男子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

薗田　彬人            ｿﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾄ               大学（4）1 男子

杉田　　航            ｽｷﾞﾀ ﾜﾀﾙ                大学（2）2 男子

53082
氏名: カナ: 学校:No.:

岩手大          
性別:

荒谷　　琢            ｱﾗﾔ ﾀｸﾐ                 大学（4）1 男子

藤田　哲平            ﾌｼﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ              大学（3）2 男子

田頭　博倫            ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾉﾘ             大学（3）3 男子
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