
第56回日本選手権(25m)水泳競技大会登録団体別＿リレー補欠一覧表

08121
氏名: カナ: 学校:No.:

ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島    
性別:

西山　涼介           ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ             中学（3）1 男子

斉藤　孝佳           ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ              高校（1）2 男子

鴨川　佳奈           ｶﾓｶﾞﾜ ｶﾅ               中学（2）3 女子

11343
氏名: カナ: 学校:No.:

埼玉栄高校
性別:

松村　優樹           ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ               高校（3）1 男子

水村　　元           ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ              高校（3）2 男子

井上　雄喜           ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ               高校（2）3 男子

佐藤帆乃佳           ｻﾄｳ ﾎﾉｶ                高校（3）4 女子

11508
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン大宮    
性別:

曽根　沙月           ｿﾈ ｻﾂｷ                 高校（2）1 女子

11585
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン埼玉    
性別:

丸山　　潤           ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ              高校（2）1 男子

安藤　涼太           ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ             高校（1）2 男子

鈴木　花菜           ｽｽﾞｷ ｶﾅ                大学（3）3 女子

井坂　友紀           ｲｻｶ ﾕｷ                 中学（1）4 女子

江森　　優           ｴﾓﾘ ﾕｳ                 高校（1）5 女子

11639
氏名: カナ: 学校:No.:

ｽｳｨﾝ春日部      
性別:

松本　　輝           ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ               高校（2）1 男子

青木　芽生           ｱｵｷ ﾒｲ                 中学（2）2 女子

大木　茉紘           ｵｵｷ ﾏﾋﾛ                中学（2）3 女子

12545
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ流山       
性別:

伊藤　瑠希           ｲﾄｳ ﾘｭｳｷ               中学（2）1 男子

渋谷　　曜           ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ               高校（2）2 男子

伊藤　優希           ｲﾄｳ ﾕｳｷ                高校（2）3 女子

横田　和花           ﾖｺﾀ ﾜｶ                 中学（2）4 女子

12546
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ幕張       
性別:

岩田　裕介           ｲﾜﾀ ﾕｳｽｹ               高校（3）1 男子

山川　唯巴           ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ               中学（2）2 女子

13509
氏名: カナ: 学校:No.:

アクラブ調布    
性別:

本間　尚輝           ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ                中学（3）1 男子

渡部　　力           ﾜﾀﾍﾞ ﾘｷ                高校（2）2 男子

石川　優希           ｲｼｶﾜ ﾕｷ                中学（2）3 女子

出口　　岬           ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｻｷ              中学（2）4 女子

鈴木　未空           ｽｽﾞｷ ﾐｸ                高校（1）5 女子
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13523
氏名: カナ: 学校:No.:

太陽教育ＳＣ    
性別:

ﾑｸﾀｰﾙ・ｱﾘ            ﾑｸﾀｰﾙ. ｱﾘ              高校（2）1 男子

今田　薫乃           ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ               高校（2）2 女子

今野　瑠菜           ｺﾝﾉ ﾙﾅ                 高校（2）3 女子

13537
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋     
性別:

内田　　航           ｳﾁﾀﾞ ｺｳ                高校（3）1 男子

土橋　健也           ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ              高校（3）2 男子

13560
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       
性別:

巴　　鳳孝           ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ               中学（2）1 男子

古田　蒼斗           ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ                中学（2）2 男子

13694
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       
性別:

川原　春海           ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ               高校（2）1 男子

吉田真希子           ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ               高校（1）2 女子

14002
氏名: カナ: 学校:No.:

湘南工大附高
性別:

内村　　甲           ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ              高校（3）1 男子

常盤　竜矢           ﾄｷﾜ ﾘｭｳﾔ               高校（3）2 男子

大竹　美優           ｵｵﾀｹ ﾐﾕ                高校（3）3 女子

朝長千恵子           ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ              高校（2）4 女子

14520
氏名: カナ: 学校:No.:

のぼりとＳＣ    
性別:

野中　　徹           ﾉﾅｶ ﾄｵﾙ                大学（1）1 男子

坂巻　　遥           ｻｶﾏｷ ﾊﾙｶ               大学（4）2 女子

佐伯　茉耶           ｻｴｷ ﾏﾔ                 高校（1）3 女子

中根美香子           ﾅｶﾈ ﾐｶｺ                高校（1）4 女子

14595
氏名: カナ: 学校:No.:

協栄ＭＤ        
性別:

大澤　直人           ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ               高校（3）1 男子

宮﨑ひな乃           ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ              高校（3）2 女子

小谷美紗樹           ｺﾀﾆ ﾐｻｷ                中学（2）3 女子

14631
氏名: カナ: 学校:No.:

ATSC.YW         
性別:

内田　　仁           ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ               大学（4）1 男子

金澤　陸哉           ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ              高校（2）2 男子

吉田　篤代           ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ               3 女子

24001
氏名: カナ: 学校:No.:

県立岐阜商高    
性別:

長沼　　諒           ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳ              高校（3）1 男子

加納　由稀           ｶﾉｳ ﾕｷ                 高校（3）2 女子

林　　美月           ﾊﾔｼ ﾐﾂｷ                高校（3）3 女子

野々村美紀           ﾉﾉﾑﾗ ﾐｷ                高校（2）4 女子
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24138
氏名: カナ: 学校:No.:

コパン可児      
性別:

井上　詩音           ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ               中学（3）1 男子

兼松　洋佑           ｶﾈﾏﾂ ﾖｳｽｹ              中学（2）2 男子

可児まりん           ｶﾆ ﾏﾘﾝ                 小学（6）3 女子

杉原　舞穂           ｽｷﾞﾊﾗ ﾏﾎ               小学（6）4 女子

山岡　涼奈           ﾔﾏｵｶ ｽｽﾞﾅ              高校（1）5 女子

渡邉　りあ           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ               中学（1）6 女子

27081
氏名: カナ: 学校:No.:

関大北陽高校
性別:

橋本　凌輔           ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ             高校（3）1 男子

藤本　達樹           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｷ              高校（3）2 男子

大芦　知央           ｵｵｱｼ ｱｷｵ               高校（2）3 男子

仲野　優女           ﾅｶﾉ ﾕﾒ                 高校（3）4 女子

山田　　梓           ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ              高校（2）5 女子

27288
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ住吉      
性別:

寛嶋　尚二           ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ            高校（2）1 男子

大園　七海           ｵｵｿﾞﾉ ﾅﾅﾐ              高校（2）2 女子

入江　望来           ｲﾘｴ ﾐｸ                 中学（1）3 女子

27377
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳエビス    
性別:

氏林　武尊           ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ            大学（4）1 男子

長谷川百香           ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾓｶ              高校（3）2 女子

27605
氏名: カナ: 学校:No.:

太成ＳＰ        
性別:

渡辺　元太           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ             1 男子

藤田紗矢香           ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ               高校（3）2 女子

鵜飼　雪菜           ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ               高校（1）3 女子

48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別:

根岸　真那           ﾈｷﾞｼ ﾏﾅ                大学（3）1 女子

小松　えり           ｺﾏﾂ ｴﾘ                 大学（1）2 女子

48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別:

佐藤　瑛司           ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ               大学（4）1 男子

齋藤　暢力           ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｵ              大学（3）2 男子

48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別:

福井　健人           ﾌｸｲ ｹﾝﾄ                大学（3）1 男子

春田　祥吾           ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ              大学（2）2 男子

藤岡　遼平           ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ            大学（1）3 男子

白井　沙菜           ｼﾗｲ ｻﾅ                 大学（3）4 女子

片岡　采子           ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ               大学（2）5 女子
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48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別:

太田　佳吾           ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ               大学（3）1 男子

髙山　恭佑           ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ             大学（3）2 男子

周　　賢史           ｼｭｳ ｹﾝｼ                大学（2）3 男子

鎌田　遥佳           ｶﾏﾀ ﾊﾙｶ                大学（3）4 女子

内村ほたる           ｳﾁﾑﾗ ﾎﾀﾙ               大学（2）5 女子

平岩　里菜           ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ                大学（2）6 女子

48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大          
性別:

前島　遼太           ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ             大学（2）1 男子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

高村　　健           ﾀｶﾑﾗ ｹﾝ                大学（3）1 男子

今本隆之介           ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ            大学（1）2 男子

岡田　真衣           ｵｶﾀﾞ ﾏｲ                大学（2）3 女子
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