
◆リレー申込一覧 第91回日本学生選手権水泳競技大会

男子　 400m　メドレーリレー

ID: 大学名:

法政大            48002

中央大            48003

日本体育大        48007

慶應義塾大        48023

国士舘大          48026

拓殖大            48030

立教大            48031

明治大            48037

筑波大            48040

青山学院大        48041

専修大            48045

神奈川大          48049

東洋大            48052

早稲田大          48056

日本大            48057

東海大            48059

順天堂大          48075

国際武道大        48090

山梨学院大        48132

桐蔭横浜大        48203

愛知学院大        49001

中京大            49002

福井工業大        49021

新潟大            49028

新潟医福大        49032

東海学園大        49046

常葉大            49073

大阪体育大学      50001

大阪教育大学      50002

関西学院大学      50006

神戸大学          50009

近畿大学          50010

同志社大学        50021

天理大学          50022

関西大学          50023

京都大学          50025

立命館大学        50030

大阪経済大学      50059

岡山大学          51007

広島大学          51009

松山大学          51014

広島経済大学      51033

福岡大            52001

長崎大            52007

鹿屋体育大        52033

九州共立大        52055

仙台大            53063

東北学院大        53065

北海道大          53071

男子　 400m　フリーリレー

ID: 大学名:

法政大48002

中央大48003

日本体育大48007

上智大48013

慶應義塾大48023

国士舘大48026

拓殖大48030

立教大48031

明治大48037

筑波大48040

青山学院大48041

専修大48045

神奈川大48049

東洋大48052

早稲田大48056

日本大48057

東海大48059

順天堂大48075

国際武道大48090

山梨学院大48132

桐蔭横浜大48203

愛知学院大49001

中京大49002

福井工業大49021

新潟大49028

新潟医福大49032

東海学園大49046

大阪体育大学50001

大阪教育大学50002

大阪大学50003

関西学院大学50006

甲南大学50008

近畿大学50010

同志社大学50021

天理大学50022

関西大学50023

京都大学50025

立命館大学50030

岡山大学51007

広島大学51009

松山大学51014

広島経済大学51033

福岡大52001

長崎大52007

鹿屋体育大52033

九州共立大52055

仙台大53063

東北学院大53065

北海道大53071

男子　 800m　フリーリレー

ID: 大学名:

法政大48002

中央大48003

日本体育大48007

慶應義塾大48023

国士舘大48026

拓殖大48030

立教大48031

明治大48037

筑波大48040

青山学院大48041

専修大48045

神奈川大48049

東洋大48052

早稲田大48056

日本大48057

東海大48059

順天堂大48075

国際武道大48090

山梨学院大48132

桐蔭横浜大48203

愛知学院大49001

中京大49002

福井工業大49021

新潟大49028

新潟医福大49032

東海学園大49046

常葉大49073

大阪体育大学50001

大阪教育大学50002

関西学院大学50006

甲南大学50008

近畿大学50010

同志社大学50021

天理大学50022

関西大学50023

立命館大学50030

岡山大学51007

広島大学51009

松山大学51014

広島経済大学51033

福岡大52001

長崎大52007

鹿屋体育大52033

九州共立大52055

仙台大53063

東北学院大53065

北海道大53071
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◆リレー申込一覧 第91回日本学生選手権水泳競技大会

女子　 400m　メドレーリレー

ID: 大学名:

法政大            48002

日本体育大        48007

日女体大          48011

慶應義塾大        48023

国士舘大          48026

立教大            48031

明治大            48037

筑波大            48040

専修大            48045

神奈川大          48049

東洋大            48052

早稲田大          48056

日本大            48057

東海大            48059

順天堂大          48075

山梨学院大        48132

桐蔭横浜大        48203

中京大            49002

至学館大          49007

愛知教育大        49014

新潟医福大        49032

東海学園大        49046

大阪体育大学      50001

大阪教育大学      50002

武庫川女子大      50007

近畿大学          50010

同志社大学        50021

天理大学          50022

関西大学          50023

立命館大学        50030

島根大学          51004

岡山大学          51007

広島大学          51009

川崎医療福祉大学  51046

福岡大            52001

鹿屋体育大        52033

九州共立大        52055

名桜大            52084

東北学院大        53065

北海道大          53071

東北福祉大        53093

女子　 400m　フリーリレー

ID: 大学名:

法政大48002

日本体育大48007

日女体大48011

慶應義塾大48023

国士舘大48026

立教大48031

明治大48037

筑波大48040

専修大48045

神奈川大48049

東洋大48052

早稲田大48056

日本大48057

東海大48059

順天堂大48075

山梨学院大48132

桐蔭横浜大48203

中京大49002

至学館大49007

愛知教育大49014

新潟医福大49032

東海学園大49046

大阪体育大学50001

大阪教育大学50002

武庫川女子大50007

近畿大学50010

同志社大学50021

関西大学50023

立命館大学50030

島根大学51004

岡山大学51007

広島大学51009

川崎医療福祉大51046

福岡大52001

鹿屋体育大52033

九州共立大52055

名桜大52084

東北学院大53065

北海道大53071

東北福祉大53093

女子　 800m　フリーリレー

ID: 大学名:

法政大48002

日本体育大48007

日女体大48011

慶應義塾大48023

国士舘大48026

立教大48031

明治大48037

筑波大48040

専修大48045

神奈川大48049

東洋大48052

早稲田大48056

日本大48057

東海大48059

順天堂大48075

山梨学院大48132

中京大49002

至学館大49007

愛知教育大49014

新潟医福大49032

東海学園大49046

大阪体育大学50001

大阪教育大学50002

武庫川女子大50007

近畿大学50010

同志社大学50021

関西大学50023

立命館大学50030

島根大学51004

岡山大学51007

広島大学51009

川崎医療福祉大51046

福岡大52001

鹿屋体育大52033

九州共立大52055

名桜大52084

東北学院大53065

北海道大53071

東北福祉大53093
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