
第63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:

皆田　凌河            ﾐﾅﾀ ﾘｮｳｶﾞ               大学（3）1 男子

佐藤　京介            ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ               大学（2）2 男子

橋本　歩人            ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾄ                大学（1）3 男子

小林　　輝            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ               大学（1）4 男子

前田　　愛            ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ                 大学（3）5 女子

安藤　礼華            ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｶ               大学（2）6 女子

48019
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜国立大      
性別:

山林　　航            ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ              大学（2）1 男子

松永　貴寛            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ              大学（2）2 男子

深澤孝太朗            ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ              大学（2）3 男子

48021
氏名: カナ: 学校:No.:

埼玉大          
性別:

北野　遼祐            ｷﾀﾉ ﾘｮｳｽｹ               大学（4）1 男子

五十嵐一樹            ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｷ              大学（3）2 男子

永田　淳武            ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾑ                大学（2）3 男子

渡辺　誠也            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ               大学（1）4 男子

佐藤　　修            ｻﾄｳ ｼｭｳ                 大学（1）5 男子

山内　祐樹            ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ                大学（1）6 男子

米原　未来            ﾖﾈﾊﾗ ﾐｸ                 大学（2）7 女子

48022
氏名: カナ: 学校:No.:

首都大          
性別:

山田　真理            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ               大学（4）1 男子

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

秋山　直輝            ｱｷﾔﾏ ﾅｵｷ                大学（3）3 男子

榎本　　遼            ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳ                大学（3）4 男子

矢沢　泰雅            ﾔｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ               大学（1）5 男子

野木　実佑            ﾉｷﾞ ﾐﾕｳ                 大学（1）6 男子

齋藤　嗣朗            ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ                大学（1）7 男子

平澤　夏紀            ﾋﾗｻﾞﾜ ﾅﾂｷ               大学（4）8 女子

飯田　真由            ｲｲﾀﾞ ﾏﾕ                 大学（2）9 女子

岸上佳保里            ｷｼｶﾞﾐ ｶﾎﾘ               大学（1）10 女子

青木　　南            ｱｵｷ ﾐﾅﾐ                 大学（1）11 女子

吉澤明香里            ﾖｼｻﾞﾜ ｱｶﾘ               大学（1）12 女子

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大          
性別:

北村　　渉            ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ                大学（4）1 男子

豊田　瑠璃            ﾄﾖﾀﾞ ﾙﾘ                 大学（4）2 女子

橋村　明実            ﾊｼﾑﾗ ｱｹﾐ                大学（1）3 女子

嘉瀬　由真            ｶｾ ﾕﾏ                   大学（1）4 女子

櫻井　結衣            ｻｸﾗｲ ﾕｲ                 大学（1）5 女子

48028
氏名: カナ: 学校:No.:

東京農工大      
性別:

築館　　愛            ﾂｷﾀﾞﾃ ｱｲ                大学（2）1 女子

有坂　もも            ｱﾘｻｶ ﾓﾓ                 大学（3）2 女子
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48036
氏名: カナ: 学校:No.:

一橋大          
性別:

市川　巧真            ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾏ                大学（4）1 男子

八鍬　昴輝            ﾔｸﾜ ﾄﾓｷ                 大学（2）2 男子

宮島　大知            ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ              大学（2）3 男子

48042
氏名: カナ: 学校:No.:

東京海洋大      
性別:

髙林遼太朗            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ           大学（2）1 男子

関口　亮太            ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ              大学（2）2 男子

奈良井　奨            ﾅﾗｲ ｼｮｳ                 大学（2）3 男子

安部　沙織            ｱﾍﾞ ｻｵﾘ                 大学（3）4 女子

井上　真衣            ｲﾉｳｴ ﾏｲ                 大学（2）5 女子

飯田　佳織            ｲｲﾀﾞ ｶｵﾘ                大学（2）6 女子

本多　杏衣            ﾎﾝﾀﾞ ｱｲ                 大学（2）7 女子

48048
氏名: カナ: 学校:No.:

東京外国語大    
性別:

原　　菜月            ﾊﾗ ﾅﾂｷ                  大学（3）1 女子

齋藤　杏奈            ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ                大学（1）2 女子

48061
氏名: カナ: 学校:No.:

防衛大          
性別:

吉田　航大            ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ                大学（4）1 男子

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大      
性別:

服部　太樹            ﾊｯﾄﾘ ﾀｲｷ                大学（4）1 男子

山本　倫也            ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ               大学（3）2 男子

高橋周太郎            ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾀﾛｳ             大学（1）3 男子

小川原魁人            ｵｶﾞﾜﾊﾗ ｶｲﾄ              大学（1）4 男子

48078
氏名: カナ: 学校:No.:

茨城大          
性別:

髙橋　佑理            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ                大学（2）1 男子

星　　孝大            ﾎｼ ﾀｶﾋﾛ                 大学（2）2 男子

48081
氏名: カナ: 学校:No.:

群馬大          
性別:

鴨下　崇史            ｶﾓｼﾀ ﾀｶﾌﾐ               大学（2）1 男子

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

稲川　貴一            ｲﾅｶﾞﾜ ｷｲﾁ               大学（1）3 男子

梅澤　優太            ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳﾀ               大学（2）4 男子

48088
氏名: カナ: 学校:No.:

高崎経済大      
性別:

吉田　優成            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ               大学（3）1 男子

武藤　光輝            ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ                 大学（1）2 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（4）1 男子

関口　拓実            ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸﾐ               大学（3）2 男子

倭文　大成            ﾋﾄﾘ ﾀｲｾｲ                大学（2）3 男子

城倉　　禄            ｼﾞｮｳｸﾗ ﾛｸ               大学（1）4 男子
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49009
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋大        
性別:

市川真理子            ｲﾁｶﾜ ﾏﾘｺ                大学（3）1 女子

大江　充紀            ｵｵｴ ﾐｷ                  大学（1）2 女子

服部　綾乃            ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾉ                大学（1）3 女子

49010
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大          
性別:

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

小澤　寿匡            ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ              大学（3）2 男子

竹内　義晴            ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾊﾙ               大学（2）3 男子

稲垣　秀幸            ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ             大学（3）4 男子

須川　清諒            ｽｶﾞﾜ ｷﾖｱｷ               大学（1）5 男子

近藤　晃矢            ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ               大学（1）6 男子

49011
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡大          
性別:

黒田　諭志            ｸﾛﾀﾞ ｻﾄｼ                大学（4）1 男子

鈴木　健太            ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ                大学（3）2 男子

中村　圭佑            ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ               大学（3）3 男子

高原　　誠            ﾀｶﾊﾗ ﾏｺﾄ                大学（3）4 男子

杉山みなみ            ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ               大学（2）5 女子

浅岡　祐希            ｱｻｵｶ ﾕｳｷ                大学（2）6 女子

青木裕里奈            ｱｵｷ ﾕﾘﾅ                 大学（1）7 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（3）1 男子

久保田祥央            ｸﾎﾞﾀ ｻﾁｵ                大学（3）2 男子

難波　　諒            ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳ                大学（4）3 男子

桑原　健至            ｸﾜﾊﾗ ﾀｹｼ                大学（3）4 男子

中村　星斗            ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ                大学（3）5 男子

鍋野　航平            ﾅﾍﾞﾉ ｺｳﾍｲ               大学（2）6 男子

49013
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋市立大
性別:

山田裕香里            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶﾘ                大学（4）1 女子

松本　三冬            ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾌﾕ                大学（3）2 女子

山家　彩子            ﾔﾝﾍﾞ ｱﾔｺ                大学（3）3 女子

桑山　万歩            ｸﾜﾔﾏ ﾏﾎ                 大学（1）4 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

島本　悠吏            ｼﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ                大学（1）1 男子

49016
氏名: カナ: 学校:No.:

福井大          
性別:

大道あすか            ｵｵﾐﾁ ｱｽｶ                大学（3）1 女子

49018
氏名: カナ: 学校:No.:

信州大          
性別:

滝澤　　桜            ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ               大学（4）1 女子

柴田恵里花            ｼﾊﾞﾀ ｴﾘｶ                大学（1）2 女子
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49041
氏名: カナ: 学校:No.:

浜松医科大
性別:

酒井　亜惟            ｻｶｲ ｱｲ                  大学（1）1 女子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大
性別:

三木　良太            ﾐｷ ﾘｮｳﾀ                 大学（4）1 男子

市川　　葵            ｲﾁｶﾜ ｱｵｲ                大学（3）2 男子

山岡　幸英            ﾔﾏｵｶ ﾕｷﾋﾃﾞ              大学（4）3 男子

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

桝井　睦月            ﾏｽｲ ﾑﾂｷ                 大学（3）5 男子

本郷　弘樹            ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾛｷ               大学（4）6 男子

大森　健丞            ｵｵﾓﾘ ｹﾝｽｹ               大学（3）7 男子

脇坂　王也            ﾜｷｻｶ ｵｳﾔ                大学（2）8 男子

中村　拓人            ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ                大学（2）9 男子

進　　貴裕            ｼﾝ ﾀｶﾋﾛ                 大学（1）10 男子

錦織　雅史            ﾆｼｺｵﾘ ﾏｻｼ               大学（1）11 男子

西占　寛基            ﾆｼｳﾗ ﾋﾛｷ                大学（1）12 男子

50013
氏名: カナ: 学校:No.:

京都工繊大
性別:

坂本　　翔            ｻｶﾓﾄ ｼｮｳ                大学（4）1 男子

菊地　剛史            ｷｸﾁ ﾂﾖｼ                 大学（3）2 男子

宮島　泰地            ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ              大学（3）3 男子

奥村　太一            ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ                大学（4）4 男子

松原　圭佑            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ              大学（3）5 男子

山上　航平            ﾔﾏｶﾞﾐ ｺｳﾍｲ              大学（3）6 男子

西尾　真樹            ﾆｼｵ ﾏｻｷ                 大学（1）7 男子

南部壮太郎            ﾅﾝﾌﾞ ｿｳﾀﾛｳ              大学（2）8 男子

河西　美歩            ｶﾜﾆｼ ﾐﾎ                 大学（2）9 女子

増田　朱莉            ﾏｽﾀﾞ ｱｶﾘ                大学（1）10 女子

三日市詩歩            ﾐｯｶｲﾁ ｼﾎ                大学（1）11 女子

50016
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山大
性別:

児玉　裕貴            ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｷ                大学（4）1 男子

的場　大輔            ﾏﾄﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ              大学（4）2 男子

井上　　諒            ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ                大学（3）3 男子

田中　一成            ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ                大学（1）4 男子

50029
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪府立大
性別:

福森　晴樹            ﾌｸﾓﾘ ﾊﾙｷ                大学（2）1 女子

山本　梨紗            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ                 大学（1）2 女子

50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市立高専    
性別:

大宮　悠希            ｵｵﾐﾔ ﾕｳｷ                大学（2）1 男子
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50111
氏名: カナ: 学校:No.:

京都府立医大    
性別:

岡本　拓希            ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ                大学（5）1 男子

渡邉　寛人            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ               大学（6）2 男子

新田　　章            ﾆｯﾀ ｱｷﾗ                 大学（2）3 男子

藤崎まりの            ﾌｼﾞｻｷ ﾏﾘﾉ               大学（1）4 女子

51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大
性別:

黒厚子璃佳            ｸﾛｺﾞｳｼ ﾘｶ               大学（6）1 女子

福井伽那子            ﾌｸｲ ｶﾅｺ                 大学（4）2 女子

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

白井　里奈            ｼﾗｲ ﾘﾅ                  大学（1）4 女子

小林　　楓            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ              大学（1）5 女子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大
性別:

廣田　大地            ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲﾁ                大学（2）1 男子

杉谷　大樹            ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ               大学（1）2 男子

矢野　秀一            ﾔﾉ ｼｭｳｲﾁ                大学（1）3 男子

相宮　百花            ｱｲﾐﾔ ﾓﾓｶ                大学（1）4 女子

楠元　綾香            ｸｽﾓﾄ ｱﾔｶ                大学（1）5 女子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大
性別:

三丸　　悠            ﾐﾏﾙ ﾕｳ                  大学（3）1 男子

野村　拓哉            ﾉﾑﾗ ﾀｸﾔ                 大学（2）2 男子

周藤　恵実            ｽﾄｳ ﾒｸﾞﾐ                大学（3）3 女子

山浦　凜子            ﾔﾏｳﾗ ﾘﾝｺ                大学（3）4 女子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大
性別:

佐久間海史            ｻｸﾏ ｶｲｼ                 大学（1）1 男子

52007
氏名: カナ: 学校:No.:

長崎大          
性別:

鳥羽　　萌            ﾄﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ                大学（4）1 女子

52009
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本大          
性別:

祝　　淳司            ｲﾜｲ ｱﾂｼ                 大学（3）1 男子

増田　光司            ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ               大学（2）2 男子

徳永　皓介            ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｽｹ              大学（2）3 男子

52017
氏名: カナ: 学校:No.:

大分大          
性別:

永田　　楓            ﾅｶﾞﾀ ｶｴﾃﾞ               大学（4）1 女子

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（3）1 男子

金子　達也            ｶﾈｺ ﾀﾂﾔ                 大学（3）2 男子

松山　海渡            ﾏﾂﾔﾏ ｶｲﾄ                大学（1）3 男子
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52020
氏名: カナ: 学校:No.:

宮崎大          
性別:

田島　祐介            ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ               大学（4）1 男子

山崎　直人            ﾔﾏｻｷ ﾅｵﾄ                大学（2）2 男子

52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大      
性別:

小松　崇志            ｺﾏﾂ ﾀｶｼ                 大学（3）1 男子

佐貫　省吾            ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ               大学（2）2 男子

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾖｳ                  大学（1）3 男子

生田　航介            ｲｸﾀ ｺｳｽｹ                大学（1）4 男子

52084
氏名: カナ: 学校:No.:

名桜大          
性別:

藤中　大地            ﾌｼﾞﾅｶ ﾀﾞｲﾁ              大学（4）1 男子

53070
氏名: カナ: 学校:No.:

山形大          
性別:

中角　美穂            ﾅｶｽﾞﾐ ﾐﾎ                大学（6）1 女子

明日　　希            ﾇｸｲ ﾉｿﾞﾐ                大学（4）2 女子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

佐藤　由佳            ｻﾄｳ ﾖﾘｶ                 大学（1）1 女子

53083
氏名: カナ: 学校:No.:

秋田大          
性別:

山崎　友也            ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ               大学（5）1 男子

成田　圭佑            ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ                大学（1）2 男子

53104
氏名: カナ: 学校:No.:

札幌医科大      
性別:

石川　裕二            ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ               大学（3）1 男子

53117
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道教育大    
性別:

田村　尚照            ﾀﾑﾗ ﾋｻﾉﾌﾞ               大学（3）1 男子

澤口　真奈            ｻﾜｸﾞﾁ ﾏﾅ                大学（3）2 女子

大谷　　光            ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾘ                大学（1）3 女子
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