
第62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

48001
氏名: カナ: 学校:No.:

東京学芸大      
性別:

川出　拓真            ｶﾜﾃﾞ ﾀｸﾏ                大学（4）1 男子

48014
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜市立大      
性別:

大津留早彩            ｵｵﾂﾙ ｻｱﾔ                大学（4）1 女子

前田　　愛            ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ                 大学（2）2 女子

48022
氏名: カナ: 学校:No.:

首都大          
性別:

金田　直樹            ｶﾈﾀﾞ ﾅｵｷ                大学（2）1 男子

山田　真理            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ               大学（3）2 男子

沼田　龍弥            ﾇﾏﾀ ﾘｭｳﾔ                大学（2）3 男子

十朱　和博            ﾄｱｹ ｶｽﾞﾋﾛ               大学（2）4 男子

平澤　夏紀            ﾋﾗｻﾞﾜ ﾅﾂｷ               大学（3）5 女子

金田　康世            ｶﾈﾀﾞ ﾔｽﾖ                大学（3）6 女子

飯田　真由            ｲｲﾀﾞ ﾏﾕ                 大学（1）7 女子

森岡　夏希            ﾓﾘｵｶ ﾅﾂｷ                大学（2）8 女子

福王　瑞嘉            ﾌｸｵｳ ﾐｽﾞｶ               大学（2）9 女子

酒井　真由            ｻｶｲ ﾏﾕ                  大学（1）10 女子

鈴木　汐音            ｽｽﾞｷ ｼｵﾈ                大学（1）11 女子

宮塚　遼子            ﾐﾔﾂｶ ﾘｮｳｺ               大学（1）12 女子

48042
氏名: カナ: 学校:No.:

東京海洋大      
性別:

柏木　孝介            ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｽｹ              大学（4）1 男子

吉田　聡介            ﾖｼﾀﾞ ｿｳｽｹ               大学（3）2 男子

清水　祐哉            ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ                大学（2）3 男子

関口　亮太            ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ              大学（1）4 男子

本田　　梓            ﾎﾝﾀﾞ ｱｽﾞｻ               大学（3）5 女子

田子愛利沙            ﾀｺﾞ ｱﾘｻ                 大学（2）6 女子

井上　真衣            ｲﾉｳｴ ﾏｲ                 大学（1）7 女子

48048
氏名: カナ: 学校:No.:

東京外国語大    
性別:

竹林　　桃            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾓﾓ               大学（2）1 女子

48061
氏名: カナ: 学校:No.:

防衛大          
性別:

寺尾　雄太            ﾃﾗｵ ﾕｳﾀ                 大学（4）1 男子

大坂　広海            ｵｵｻｶ ﾋﾛﾐ                大学（2）2 男子

山口　勝己            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾐ               大学（2）3 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（4）1 男子

山元　聖也            ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ                大学（4）2 男子

村居　呂一            ﾑﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ               大学（4）3 男子

山本　倫也            ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ               大学（2）4 男子

新谷健一郎            ｱﾗﾀﾆ ｹﾝｲﾁﾛｳ             大学（2）5 男子

村上　　駿            ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝ                大学（1）6 男子
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48078
氏名: カナ: 学校:No.:

茨城大          
性別:

髙橋　洸弥            ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ                大学（4）1 男子

川村　駿介            ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              大学（2）2 男子

48081
氏名: カナ: 学校:No.:

群馬大          
性別:

石原　　領            ｲｼﾊﾗ ﾚｲ                 大学（3）1 男子

矢尻　瑛久            ﾔｼﾞﾘ ｱｷﾋｻ               大学（1）2 男子

川島　　淳            ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ               大学（1）3 男子

大橋　由貴            ｵｵﾊｼ ﾕｷ                 大学（3）4 女子

48088
氏名: カナ: 学校:No.:

高崎経済大      
性別:

佐藤　歩大            ｻﾄｳ ｱﾕﾀ                 大学（3）1 男子

栗原　　葵            ｸﾘﾊﾗ ｱｵｲ                大学（2）2 男子

木戸　元輝            ｷﾄﾞ ｹﾞﾝｷ                大学（1）3 男子

48096
氏名: カナ: 学校:No.:

宇都宮大        
性別:

原田　光悦            ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｴﾂ               大学（3）1 男子

稲川　徳人            ｲﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾄ               大学（3）2 男子

倭文　大成            ﾋﾄﾘ ﾀｲｾｲ                大学（1）3 男子

49009
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋大        
性別:

隅田　翔子            ｽﾐﾀ ｼｮｳｺ                大学（4）1 女子

鈴木　怜奈            ｽｽﾞｷ ﾚｲﾅ                大学（3）2 女子

細　　杏菜            ﾎｿ ｱﾝﾅ                  大学（2）3 女子

杉浦　可奈            ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅ                大学（1）4 女子

49010
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大          
性別:

宮西　勇太            ﾐﾔﾆｼ ﾕｳﾀ                大学（1）1 男子

稲垣　秀幸            ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ             大学（2）2 男子

大江　晴友            ｵｵｴ ｾｲﾕｳ                大学（1）3 男子

49011
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡大          
性別:

毎熊　健一            ﾏｲｸﾏ ｹﾝｲﾁ               大学（4）1 男子

高原　　誠            ﾀｶﾊﾗ ﾏｺﾄ                大学（2）2 男子

浅岡　祐希            ｱｻｵｶ ﾕｳｷ                大学（1）3 女子

49012
氏名: カナ: 学校:No.:

三重大          
性別:

伊藤　宏樹            ｲﾄｳ ﾋﾛｷ                 大学（2）1 男子

久保田祥央            ｸﾎﾞﾀ ｻﾁｵ                大学（2）2 男子

難波　　諒            ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳ                大学（3）3 男子

中村　星斗            ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ                大学（2）4 男子

吉田　悠馬            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ                大学（1）5 男子

49013
氏名: カナ: 学校:No.:

名市大          
性別:

山家　彩子            ﾔﾝﾍﾞ ｱﾔｺ                大学（2）1 女子
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49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

山本　凜貴            ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｷ                大学（2）1 男子

半田　将也            ﾊﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ                大学（1）2 男子

49015
氏名: カナ: 学校:No.:

金沢大          
性別:

大森玲於菜            ｵｵﾓﾘ ﾚｵﾅ                大学（4）1 女子

小杉　神奈            ｺｽｷﾞ ｶﾝﾅ                大学（1）2 女子

49045
氏名: カナ: 学校:No.:

鈴鹿高専        
性別:

飯田　佑樹            ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ                大学（2）1 男子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大学    
性別:

佐美三幸典            ｻﾐｿﾞｳ ﾕｷﾉﾘ              大学（4）1 男子

三木　良太            ﾐｷ ﾘｮｳﾀ                 大学（3）2 男子

高橋　　光            ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ                大学（3）3 男子

三浦　大輝            ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ                大学（3）4 男子

松田　龍祐            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ              大学（2）5 男子

桝井　睦月            ﾏｽｲ ﾑﾂｷ                 大学（2）6 男子

関　　恒一            ｾｷ ｺｳｲﾁ                 大学（2）7 男子

本郷　弘樹            ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾛｷ               大学（3）8 男子

菱田　貴史            ﾋｼﾀﾞ ﾀｶｼ                大学（2）9 男子

大森　健丞            ｵｵﾓﾘ ｹﾝｽｹ               大学（2）10 男子

山根　匡貴            ﾔﾏﾈ ﾏｻﾀｶ                大学（2）11 男子

中村　拓人            ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ                大学（1）12 男子

河村　春奈            ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾅ                大学（3）13 女子

樋口　優衣            ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ                 大学（1）14 女子

50013
氏名: カナ: 学校:No.:

京都工繊大学    
性別:

若林　奎人            ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ              大学（1）1 男子

50016
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山大学      
性別:

菅原　成次            ｽｶﾞﾊﾗ ｾｲｼﾞ              大学（4）1 男子

児玉　裕貴            ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ                大学（3）2 男子

的場　大輔            ﾏﾄﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ              大学（3）3 男子

池田　壮汰            ｲｹﾀﾞ ｿｳﾀ                大学（3）4 男子

岡本　昂大            ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ              大学（2）5 男子

井上　　諒            ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ                大学（2）6 男子

山下　夏輝            ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ                大学（1）7 男子

50028
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀大学        
性別:

山﨑　魁斗            ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ                大学（3）1 男子

瀬川　　海            ｾｶﾞﾜ ｶｲ                 大学（2）2 男子

折坂　太幹            ｵﾘｻｶ ﾀｸﾙ                大学（2）3 男子

佐川　由姫            ｻｶﾞﾜ ﾕｷ                 大学（2）4 女子

小林　晏奈            ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ               大学（1）5 女子

田畑　　佑            ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ                 大学（1）6 女子
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50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市立高専    
性別:

宮脇　敦大            ﾐﾔﾜｷ ｱﾂﾋﾛ               大学（2）1 男子

大宮　悠希            ｵｵﾐﾔ ﾕｳｷ                大学（1）2 男子

廣田　翔悟            ﾋﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ               大学（1）3 男子

50094
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県立大学    
性別:

藤田はるか            ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ                大学（1）1 女子

51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大学        
性別:

黒厚子璃佳            ｸﾛｺﾞｳｼ ﾘｶ               大学（5）1 女子

福井伽那子            ﾌｸｲ ｶﾅｺ                 大学（3）2 女子

小谷早弥香            ｺﾀﾆ ｻﾔｶ                 大学（2）3 女子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大学        
性別:

田中　祐生            ﾀﾅｶ ﾕｳｷ                 大学（3）1 男子

川角　洸介            ｶﾜｽﾐ ｺｳｽｹ               大学（1）2 男子

明神　貴羅            ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾀｶﾗ              大学（1）3 男子

栗田　拓実            ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ                 大学（1）4 男子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大学        
性別:

佐久間幸城            ｻｸﾏ ﾕｷｼﾛ                大学（4）1 男子

吉見　僚馬            ﾖｼﾐ ﾘｮｳﾏ                大学（4）2 男子

野村　拓哉            ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ                 大学（1）3 男子

51013
氏名: カナ: 学校:No.:

鳥取大学        
性別:

武内　幹人            ﾀｹｳﾁ ﾐｷﾄ                大学（3）1 男子

柄澤　　巧            ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ                大学（2）2 男子

豊田　圭介            ﾄﾖﾀ ｹｲｽｹ                大学（2）3 男子

堀内　翔馬            ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾏ               大学（2）4 男子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大学        
性別:

村上　和明            ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｱｷ              大学（1）1 男子

松坂　香織            ﾏﾂｻﾞｶ ｶｵﾘ               大学（2）2 女子

52007
氏名: カナ: 学校:No.:

長崎大          
性別:

野瀬　弘祐            ﾉｾ ｺｳｽｹ                 大学（3）1 男子

西川　侑作            ﾆｼｶﾜ ﾕｳｻｸ               大学（2）2 男子

草野　裕夢            ｸｻﾉ ﾋﾛﾑ                 大学（2）3 男子

鈴木　航作            ｽｽﾞｷ ｺｳｻｸ               大学（1）4 男子

52009
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本大          
性別:

稲益　幸希            ｲﾅﾏｽ ｺｳｷ                大学（3）1 男子

福田　晃平            ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ               大学（3）2 男子

秋山光太朗            ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ              大学（1）3 男子
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52019
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿児島大        
性別:

原本　佳人            ﾊﾗﾓﾄ ﾖｼﾄ                大学（2）1 男子

福岡　瑠青            ﾌｸｵｶ ﾘｭｳｾｲ              大学（1）2 男子

橋野　　直            ﾊｼﾉ ﾅｵ                  大学（4）3 女子

米田　彩花            ﾖﾈﾀﾞ ｻﾔｶ                大学（1）4 女子

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（4）1 男子

小松　崇志            ｺﾏﾂ ﾀｶｼ                 大学（2）2 男子

鈴木　亮晴            ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｾｲ              大学（1）3 男子

加地　智哉            ｶﾁﾞ ﾄﾓﾔ                 大学（1）4 男子

木原　沙織            ｷﾊﾗ ｻｵﾘ                 大学（1）5 女子

53069
氏名: カナ: 学校:No.:

小樽商科大      
性別:

岩井　大智            ｲﾜｲ ﾀﾞｲﾁ                大学（1）1 男子

53070
氏名: カナ: 学校:No.:

山形大          
性別:

石川　　培            ｲｼｶﾜ ﾂﾁｶ                大学（2）1 男子

野末　和志            ﾉｽﾞｴ ｶｽﾞｼ               大学（2）2 男子

鈴木　拓真            ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ                大学（2）3 男子

渡邉健太郎            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ             大学（1）4 男子

藤木　　聖            ﾌｼﾞｷ ｼｮｳ                大学（1）5 男子

佐々木夕希            ｻｻｷ ﾕｳｷ                 大学（1）6 女子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

田代　繭子            ﾀｼﾛ ﾏﾕｺ                 大学（3）1 女子

板倉友香里            ｲﾀｸﾗ ﾕｶﾘ                大学（3）2 女子

河本　野恵            ｶﾜﾓﾄ ﾉｴ                 大学（1）3 女子

53083
氏名: カナ: 学校:No.:

秋田大          
性別:

田口　瑞基            ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ               大学（1）1 男子

大田　剛史            ｵｵﾀ ﾂﾖｼ                 大学（3）2 男子

時田　紘志            ﾄｷﾀ ｺｳｼ                 大学（2）3 男子

松世　朔哉            ﾏﾂﾖ ｻｸﾔ                 大学（1）4 男子

佐竹　彩花            ｻﾀｹ ｱﾔｶ                 大学（3）5 女子

三河　優季            ﾐｶﾜ ﾕｳｷ                 大学（3）6 女子

島田　宥子            ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ                大学（1）7 女子

53095
氏名: カナ: 学校:No.:

弘前大          
性別:

鍋島　　哲            ﾅﾍﾞｼﾏ ﾃﾂ                大学（3）1 男子
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