
第92回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別＿リレー補欠一覧表

48002
氏名: カナ: 学校:No.:

法政大          
性別:

須川　雅也           ｽｶﾜ ﾏｻﾔ                大学（4）1 男子

東　　修平           ﾋｶﾞｼ ｼｭｳﾍｲ             大学（4）2 男子

相田　悠希           ｱｲﾀﾞ ﾕｳｷ               大学（3）3 男子

山岸　航大           ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ            大学（3）4 男子

滝本　将大           ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ              大学（2）5 男子

田中洸太郎           ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ              大学（2）6 男子

菅原　淳生           ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｷ              大学（1）7 男子

栁本　純希           ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ           大学（1）8 男子

米川　　凱           ﾖﾈｶﾜ ｶｲ                大学（1）9 男子

俵頭　由美           ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕﾐ              大学（2）10 女子

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別:

佐藤　俊也           ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ               大学（4）1 男子

塩浦　旺臣           ｼｵｳﾗ ｵｳｼﾞ              大学（4）2 男子

池永　旬輝           ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ            大学（3）3 男子

鵜池　海大           ｳｲｹ ｶｲﾀ                大学（2）4 男子

福重　浩太           ﾌｸｼｹﾞ ｺｳﾀ              大学（2）5 男子

藤原　諒大           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ           大学（2）6 男子

宇山　智貴           ｳﾔﾏ ﾄﾓｷ                大学（1）7 男子

長野　凌生           ﾅｶﾞﾉ ﾘｮｳ               大学（1）8 男子

堀之内飛向           ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋｭｳｶﾞ            大学（1）9 男子

宮田　嵐帆           ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ              大学（1）10 男子

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大      
性別:

大黒　文人           ﾀﾞｲｺｸ ﾌﾐﾄ              大学（4）1 男子

木村　和樹           ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ               大学（2）2 男子

濱田　貴之           ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ              大学（2）3 男子

南出　大伸           ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ             大学（2）4 男子

鷲尾　拓実           ﾜｼｵ ﾀｸﾐ                大学（2）5 男子

岩田　尭久           ｲﾜﾀ ｱｷﾋｻ               大学（1）6 男子

尾崎　智洋           ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ              大学（1）7 男子

木村　和樹           ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ               大学（1）8 男子

笹　　龍平           ｻｻ ﾘｭｳﾍｲ               大学（1）9 男子

鶴田　　彗           ﾂﾙﾀ ｻﾄｼ                大学（1）10 男子

鈴木　萌華           ｽｽﾞｷ ﾓｴｶ               大学（1）11 女子

中野　　愛           ﾅｶﾉ ｱｲ                 大学（1）12 女子

松浦ほなみ           ﾏﾂｳﾗ ﾎﾅﾐ               大学（1）13 女子
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48011
氏名: カナ: 学校:No.:

日女体大        
性別:

岡部　七菜           ｵｶﾍﾞ ﾅﾅ                大学（4）1 女子

柴原　　冴           ｼﾊﾞﾊﾗ ｻｴ               大学（4）2 女子

平林　果奈           ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾅ              大学（4）3 女子

井関　繭子           ｲｾｷ ﾏﾕｺ                大学（3）4 女子

國分ひなの           ｺｸﾌﾞﾝ ﾋﾅﾉ              大学（3）5 女子

青木悠吏奈           ｱｵｷ ﾕﾘﾅ                大学（2）6 女子

上河内　彩           ｶﾐｺｳﾁ ｱﾔ               大学（2）7 女子

佐々木かなえ         ｻｻｷ ｶﾅｴ                大学（2）8 女子

真如　美優           ｼﾝﾆｮ ﾐﾕ                大学（2）9 女子

池田奈都美           ｲｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ               大学（1）10 女子

石川　朋実           ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ               大学（1）11 女子

田村　実花           ﾀﾑﾗ ﾐｶ                 大学（1）12 女子

48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別:

井尻　雄大           ｲｼﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ             大学（3）1 男子

伊藤　太郎           ｲﾄｳ ﾀﾛｳ                大学（3）2 男子

岡安　弘暉           ｵｶﾔｽ ｺｳｷ               大学（3）3 男子

武藤　暉昇           ﾑﾄｳ ｷｼｮｳ               大学（2）4 男子

渡辺　　充           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ              大学（2）5 男子

小林　大介           ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ            大学（1）6 男子

坂本　碩人           ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ               大学（1）7 男子

平岡　亮太           ﾋﾗｵｶ ﾘｮｳﾀ              大学（1）8 男子

渡辺　真希           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ               大学（2）9 女子

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大          
性別:

鈴木　智也           ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ               大学（4）1 男子

中村　麻也           ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ                大学（3）2 男子

樋口　昌吾           ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ             大学（3）3 男子

秋野　広佑           ｱｷﾉ ｺｳｽｹ               大学（2）4 男子

酒井　　諒           ｻｶｲ ﾘｮｳ                大学（2）5 男子

佐々　成之           ｻｯｻ ｼｹﾞﾕｷ              大学（1）6 男子

田中虎太郎           ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ               大学（1）7 男子

深野麟之介           ﾌｶﾉ ﾘﾝﾉｽｹ              大学（1）8 男子
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48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別:

鎌田　　涼           ｶﾏﾀﾞ ﾘｮｳ               大学（4）1 男子

田中雄一朗           ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ             大学（4）2 男子

鈴木　義哉           ｽｽﾞｷ ﾖｼﾔ               大学（3）3 男子

田部井秋明           ﾀﾍﾞｲ ｼｭｳﾒｲ             大学（3）4 男子

手塚　啓太           ﾃﾂﾞｶ ｹｲﾀ               大学（3）5 男子

丸橋　　憲           ﾏﾙﾊｼ ｹﾝ                大学（3）6 男子

横谷　直人           ﾖｺﾀﾆ ﾅｵﾄ               大学（3）7 男子

大村　宗平           ｵｵﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ             大学（2）8 男子

今野　　岬           ｺﾝﾉ ﾐｻｷ                大学（2）9 男子

高仲　瑠夏           ﾀｶﾅｶ ﾙｶ                大学（2）10 男子

吉津　智司           ﾖｼﾂﾞ ｻﾄｼ               大学（2）11 男子

高山　剛毅           ﾀｶﾔﾏ ｺﾞｳｷ              大学（1）12 男子

北川　果歩           ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾎ               大学（4）13 女子

野口友香理           ﾉｸﾞﾁ ﾕｶﾘ               大学（4）14 女子

和泉　　唯           ｲｽﾞﾐ ﾕｲ                大学（3）15 女子

島田ひかり           ｼﾏﾀﾞ ﾋｶﾘ               大学（2）16 女子

高橋　美香           ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ               大学（2）17 女子

塚田　　莉           ﾂｶﾀﾞ ﾚｲ                大学（2）18 女子

柳沼　美里           ﾔｷﾞﾇﾏ ﾐｻﾄ              大学（2）19 女子

矢野　里歩           ﾔﾉ ﾘﾎ                  大学（2）20 女子

48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大          
性別:

猿渡　瑞起           ｻﾙﾜﾀﾘ ﾐｽﾞｷ             大学（4）1 女子

巻山　実穂           ﾏｷﾔﾏ ﾐﾎ                大学（2）2 女子

48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別:

池田　　諒           ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ               大学（4）1 男子

大石　晃輝           ｵｵｲｼ ｺｳｷ               大学（4）2 男子

上村　　亮           ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳ               大学（4）3 男子

高上　浩亮           ﾀｶｳｴ ｺｳｽｹ              大学（4）4 男子

中村　政貴           ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾀｶ              大学（3）5 男子

野崎　雄汰           ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ               大学（3）6 男子

長谷川慶一郎         ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ           大学（2）7 男子

溝淵光太郎           ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ           大学（2）8 男子

木住野将史           ｷｼﾉ ﾏｻﾌﾐ               大学（1）9 男子

中尾　豪佑           ﾅｶｵ ｺﾞｳｽｹ              大学（1）10 男子

溝上　壽人           ﾐｿﾞｶﾐ ｶｽﾞﾄ             大学（1）11 男子

山野　哲平           ﾔﾏﾉ ﾃｯﾍﾟｲ              大学（1）12 男子

川上　真央           ｶﾜｶﾐ ﾏｵ                大学（4）13 女子

権守志帆子           ｺﾞﾝﾓﾘ ｼﾎｺ              大学（3）14 女子

小林　　澪           ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ               大学（2）15 女子

櫻井　朋美           ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾐ               大学（2）16 女子

長島さくら           ﾅｶﾞｼﾏ ｻｸﾗ              大学（2）17 女子

渡邊　千尋           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ              大学（2）18 女子

鎌田　美希           ｶﾏﾀﾞ ﾐｷ                大学（1）19 女子

谷内あすか           ﾀﾆｳﾁ ｱｽｶ               大学（1）20 女子
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48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大          
性別:

市川　昂也           ｲﾁｶﾜ ｺｳﾔ               大学（4）1 男子

竹内　遥亮           ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ              大学（4）2 男子

三木　進平           ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ               大学（4）3 男子

藤谷　忠昭           ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｱｷ            大学（3）4 男子

内田　　航           ｳﾁﾀﾞ ｺｳ                大学（2）5 男子

今林　浩志           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ             大学（1）6 男子

蔡　龍之介           ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ              大学（1）7 男子

齋藤　　樹           ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ               大学（1）8 男子

48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大          
性別:

佐藤　勝亮           ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ               大学（2）1 男子

小島　淳平           ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ           大学（1）2 男子

森山　将大           ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ            大学（1）3 男子

海老原里菜           ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘﾅ               大学（3）4 女子

坂本みずき           ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ              大学（2）5 女子

髙橋　花帆           ﾀｶﾊｼ ｶﾎ                大学（1）6 女子

三栁　泉水           ﾐﾔﾅｷﾞ ｲｽﾞﾐ             大学（1）7 女子

48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大      
性別:

佐々木政洋           ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ               大学（3）1 男子

渡邊　神威           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾑｲ              大学（3）2 男子

岩瀬　夏月           ｲﾜｾ ﾅﾂｷ                大学（1）3 男子

河上　大輝           ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ              大学（1）4 男子

亀崎　奈央           ｶﾒｻﾞｷ ﾅｵ               大学（3）5 女子

堀江こゆき           ﾎﾘｴ ｺﾕｷ                大学（2）6 女子

48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別:

中村　修治           ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ             大学（3）1 男子

小橋　世快           ｺﾊﾞｼ ｾｶｲ               大学（1）2 男子

須田　真輝           ｽﾀﾞ ﾏｻｷ                大学（1）3 男子
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48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大        
性別:

岩崎　雅也           ｲﾜｻｷ ﾏｻﾔ               大学（4）1 男子

福本優一郎           ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ            大学（4）2 男子

小川　　匡           ｵｶﾞﾜ ﾀｽｸ               大学（3）3 男子

山田　大資           ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ               大学（3）4 男子

道喜　海成           ﾄﾞｳｷ ｶｲｾｲ              大学（2）5 男子

川瀬絵梨花           ｶﾜｾ ｴﾘｶ                大学（4）6 女子

山内奈緒子           ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｺ               大学（4）7 女子

阿部花菜絵           ｱﾍﾞ ｶﾅｴ                大学（3）8 女子

永井　里沙           ﾅｶﾞｲ ﾘｻ                大学（3）9 女子

平松　優佳           ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｶ               大学（3）10 女子

川又　優紀           ｶﾜﾏﾀ ﾕｷ                大学（2）11 女子

田口そよ風           ﾀｸﾞﾁ ｿﾖｶ               大学（2）12 女子

松本　茉与           ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾖ                大学（2）13 女子

石坂　夏鈴           ｲｼｻﾞｶ ｶﾘﾝ              大学（1）14 女子

佐藤　花保           ｻﾄｳ ｶﾎ                 大学（1）15 女子

冨永　麻華           ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｻｶ              大学（1）16 女子

益子　麗加           ﾏｽｺ ﾚｲｶ                大学（1）17 女子

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別:

八木　隼平           ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            大学（4）1 男子

坂田　　匠           ｻｶﾀ ﾀｸﾐ                大学（3）2 男子

野田飛雄馬           ﾉﾀﾞ ﾋｭｳﾏ               大学（2）3 男子

金澤　陸哉           ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ              大学（1）4 男子

森本　健太           ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ               大学（1）5 男子

赤木　彩乃           ｱｶｷﾞ ｱﾔﾉ               大学（4）6 女子

友行　由子           ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ               大学（4）7 女子

石川　真由           ｲｼｶﾜ ﾏﾕ                大学（3）8 女子

岡本　彩花           ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ               大学（3）9 女子

三浦　奈波           ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ                大学（3）10 女子

溝上　壽乃           ﾐｿﾞｶﾐ ﾋｻﾉ              大学（3）11 女子

川畑　志保           ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ               大学（1）12 女子

神山　瑞季           ｺｳﾔﾏ ﾐｽﾞｷ              大学（1）13 女子

須嵜　仁美           ｽｻｷ ﾋﾄﾐ                大学（1）14 女子

濱口　真子           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ               大学（1）15 女子
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48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別:

北之坊知樹           ｷﾀﾉﾎﾞｳ ﾄﾓｷ             大学（3）1 男子

佐々木　友           ｻｻｷ ﾕｳ                 大学（3）2 男子

木下　海生           ｷﾉｼﾀ ｶｲ                大学（2）3 男子

野口　聖也           ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ               大学（2）4 男子

原田　晃世           ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ              大学（2）5 男子

物江　泰昭           ﾓﾉｴ ﾔｽｱｷ               大学（2）6 男子

阿部　隼翔           ｱﾍﾞ ﾊﾔｶ                大学（1）7 男子

江本　　樹           ｴﾓﾄ ﾀﾂﾙ                大学（1）8 男子

小林　正陛           ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ            大学（1）9 男子

中島　大賀           ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ             大学（1）10 男子

中村　陽太           ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ               大学（1）11 男子

服部　　翼           ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ              大学（1）12 男子

亀森　美紀           ｶﾒﾓﾘ ﾐｷ                大学（4）13 女子

48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大          
性別:

吉村　　翼           ﾖｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ              大学（4）1 男子

五十嵐洋介           ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｽｹ             大学（3）2 男子

恩田　　匠           ｵﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ               大学（3）3 男子

深辺　明寛           ﾌｶﾍﾞ ｱｷﾋﾛ              大学（3）4 男子

三森　裕太           ﾐﾂﾓﾘ ﾕｳﾀ               大学（3）5 男子

内山　雅貴           ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ              大学（2）6 男子

錦戸　大貴           ﾆｼｷﾄﾞ ﾀﾞｲｷ             大学（2）7 男子

林　　宏紀           ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ                大学（2）8 男子

石川　雄大           ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ             大学（1）9 男子

今村　友也           ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾔ               大学（1）10 男子

舟竹　耕平           ﾌﾅﾀｹ ｺｳﾍｲ              大学（1）11 男子

山本　　卓           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ                大学（1）12 男子

吉田　彩香           ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ               大学（4）13 女子

望月　鈴夏           ﾓﾁﾂﾞｷ ｽｽﾞｶ             大学（3）14 女子

猪俣千夏子           ｲﾉﾏﾀ ﾁｶｺ               大学（2）15 女子

48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大        
性別:

三上　勇人           ﾐｶﾐ ﾊﾔﾄ                大学（4）1 男子

小田　正樹           ｵﾀﾞ ﾏｻｷ                大学（3）2 男子

谷本　弘幸           ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ              大学（3）3 男子

井脇　有香           ｲﾜｷ ﾕｶ                 大学（3）4 女子

望月奈菜子           ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅﾅｺ              大学（1）5 女子

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大      
性別:

松崎　　稜           ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳ              大学（2）1 男子

矢崎　友哉           ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ               大学（2）2 男子

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大          
性別:

吉野　公晴           ﾖｼﾉ ｷﾐﾊﾙ               大学（1）1 男子
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49007
氏名: カナ: 学校:No.:

至学館大        
性別:

松浦　千夏           ﾏﾂｳﾗ ﾁﾅﾂ               大学（3）1 女子

井川　麗美           ｲｶﾞﾜ ﾚﾐ                大学（2）2 女子

上床リイナ           ｳﾜﾄｺ ﾘｲﾅ               大学（2）3 女子

中村　遥子           ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ               大学（2）4 女子

福田　愛弓           ﾌｸﾀ ｱﾕﾐ                大学（2）5 女子

小山　京香           ｺﾔﾏ ｷｮｳｶ               大学（1）6 女子

西田　花乃           ﾆｼﾀﾞ ﾊﾅﾉ               大学（1）7 女子

49021
氏名: カナ: 学校:No.:

福井工業大      
性別:

熊倉　拓未           ｸﾏｸﾗ ﾀｸﾐ               大学（3）1 男子

吉田　友悟           ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺﾞ              大学（2）2 男子

山田　一貴           ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ              大学（1）3 男子

49032
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大      
性別:

井所　　蓮           ｲｼｮ ﾚﾝ                 大学（3）1 男子

大平　正範           ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾉﾘ              大学（3）2 男子

小諸　和真           ｺﾓﾛ ｶｽﾞﾏ               大学（3）3 男子

庄司　永輝           ｼｮｳｼﾞ ﾄｷ               大学（3）4 男子

鍋島　　怜           ﾅﾍﾞｼﾏ ﾘｮｳ              大学（3）5 男子

吉田　　元           ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝ               大学（3）6 男子

田子　貴之           ﾀｺﾞ ﾀｶﾕｷ               大学（2）7 男子

栁井　祥人           ﾔﾅｲ ﾖｼﾋﾄ               大学（2）8 男子

飯泉　里平           ｲｲｽﾞﾐ ﾘﾍｲ              大学（1）9 男子

大勝　　力           ﾀﾞｲｶﾂ ﾘｷ               大学（1）10 男子

髙木　秀人           ﾀｶｷﾞ ｼｭｳﾄ              大学（1）11 男子

山城昌一朗           ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳｲﾁﾛｳ           大学（1）12 男子

奥村　菜月           ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｷ               大学（4）13 女子

瀬戸　美咲           ｾﾄ ﾐｻｷ                 大学（4）14 女子

大柳　春奈           ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾅ             大学（3）15 女子

加地明日香           ｶﾁ ｱｽｶ                 大学（3）16 女子

熊谷　美穂           ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾎ               大学（3）17 女子

伊藤　楓華           ｲﾄｳ ﾌｳｶ                大学（2）18 女子

加藤　花梨           ｶﾄｳ ｶﾘﾝ                大学（1）19 女子

下山恵里奈           ｼﾓﾔﾏ ｴﾘﾅ               大学（1）20 女子

49035
氏名: カナ: 学校:No.:

岐聖大          
性別:

榊原　弘騎           ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ             大学（4）1 男子

西脇　直哉           ﾆｼﾜｷ ﾅｵﾔ               大学（1）2 男子

49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大      
性別:

河野　修平           ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ              大学（3）1 男子

宮元　　陵           ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳ               大学（1）2 男子

大野　友美           ｵｵﾉ ﾄﾓﾐ                大学（2）3 女子
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50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大学    
性別:

片山　湧作           ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｻｸ              大学（4）1 男子

佐竹　理央           ｻﾀｹ ﾘｵ                 大学（4）2 女子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大学    
性別:

宮本　泰輔           ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ              大学（4）1 男子

平岡　太一           ﾋﾗｵｶ ﾀｲﾁ               大学（3）2 男子

山下　裕斗           ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ               大学（2）3 男子

伊藤　稜介           ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ              大学（1）4 男子

野村　美咲           ﾉﾑﾗ ﾐｻｷ                大学（4）5 女子

竹澤　美咲           ﾀｹｻﾞﾜ ﾐｻｷ              大学（3）6 女子

宗利　侑香           ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ               大学（2）7 女子

50003
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪大学        
性別:

西畑　　穣           ﾆｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳ             大学（3）1 男子

大谷　翔吾           ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ             大学（2）2 男子

吉岡　竜弥           ﾖｼｵｶ ﾀﾂﾔ               大学（1）3 男子

吉村　　承           ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ               大学（1）4 男子

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大学    
性別:

奥村　　敦           ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ               大学（3）1 男子

小野　　健           ｵﾉ ﾀｹﾙ                 大学（3）2 男子

豊田　郁豪           ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺﾞｳ             大学（3）3 男子

岩山　昂生           ｲﾜﾔﾏ ｺｳｾｲ              大学（2）4 男子

岡本　開登           ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ               大学（2）5 男子

影久　　亮           ｶｹﾞﾋｻ ﾘｮｳ              大学（2）6 男子

清水　真人           ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ               大学（2）7 男子

原田明日翔           ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ               大学（1）8 男子

50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大    
性別:

野田　彩夏           ﾉﾀﾞ ｱﾔｶ                大学（4）1 女子

山本　梨沙           ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ                大学（4）2 女子

後藤　千夏           ｺﾞﾄｳ ﾁｶ                大学（3）3 女子

平礒　彩花           ﾋﾗｲｿ ｱﾔｶ               大学（3）4 女子

長　佑佳子           ﾁｮｳ ﾕｶｺ                大学（2）5 女子

芳田　麻緒           ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ                大学（2）6 女子

脇元　　優           ﾜｷﾓﾄ ﾕｳ                大学（2）7 女子

50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大学        
性別:

田中　孝知           ﾀﾅｶ ﾀｶﾄﾓ               大学（4）1 男子

藤本　悠介           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ             大学（4）2 男子

飯山　健太           ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ               大学（3）3 男子

佐藤　魁統           ｻﾄｳ ｶｲﾄ                大学（2）4 男子

三村　海里           ﾐﾑﾗ ｶｲﾘ                大学（2）5 男子

山本善太郎           ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ             大学（2）6 男子
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50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大学        
性別:

香川　晃佑           ｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ              大学（2）1 男子

50021
氏名: カナ: 学校:No.:

同志社大学      
性別:

尾関　悠平           ｵｾﾞｷ ﾕｳﾍｲ              大学（3）1 男子

50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大学        
性別:

植村　将毅           ｳｴﾑﾗ ﾏｻｷ               大学（4）1 男子

谷村　瑛斗           ﾀﾆﾑﾗ ｱｷﾄ               大学（4）2 男子

松木　和也           ﾏﾂｷ ｶｽﾞﾔ               大学（4）3 男子

山田　友希           ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ               大学（4）4 男子

高田　　燎           ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ               大学（3）5 男子

山下　直人           ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ               大学（3）6 男子

松井　みゆ           ﾏﾂｲ ﾐﾕ                 大学（3）7 女子

芳倉実乃梨           ﾖｼｸﾗ ﾐﾉﾘ               大学（3）8 女子

佐原　実穂           ｻﾊﾗ ﾐﾎ                 大学（2）9 女子

杉本　眞菜           ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾅ               大学（1）10 女子

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大学        
性別:

空本　直樹           ｿﾗﾓﾄ ﾅｵｷ               大学（4）1 男子

徳川　優介           ﾄｸｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ             大学（4）2 男子

仲埜　光裕           ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ               大学（4）3 男子

山﨑　龍朗           ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ             大学（4）4 男子

大黒　卓哉           ｵｵｸﾛ ﾀｸﾔ               大学（3）5 男子

小西　雄大           ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（3）6 男子

笹田　拓志           ｻｻﾀﾞ ﾀｸｼﾞ              大学（3）7 男子

中村　康二           ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ              大学（3）8 男子

秋山　佳澄           ｱｷﾔﾏ ｶｽﾐ               大学（4）9 女子

斉藤　亜実           ｻｲﾄｳ ﾂｸﾞﾐ              大学（4）10 女子

鳥居　也裟           ﾄﾘｲ ｱﾘｻ                大学（4）11 女子

阿比留朋香           ｱﾋﾞﾙ ﾄﾓｶ               大学（1）12 女子

有田　千恵           ｱﾘﾀ ﾁｴ                 大学（1）13 女子

齋藤　未来           ｻｲﾄｳ ﾐｸ                大学（1）14 女子

西本恵里加           ﾆｼﾓﾄ ｴﾘｶ               大学（1）15 女子

50025
氏名: カナ: 学校:No.:

京都大学        
性別:

川北健太郎           ｶﾜｷﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ            大学（3）1 男子

渡邉　雄平           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ             大学（3）2 男子

松村　遼平           ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ             大学（2）3 男子

山口　航平           ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ             大学（2）4 男子
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50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大学      
性別:

奥村　亮太           ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ              大学（4）1 男子

犬飼　将輝           ｲﾇｶｲ ﾏｻｷ               大学（3）2 男子

岩田　聡太           ｲﾜﾀ ｿｳﾀ                大学（3）3 男子

平田　一紘           ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ              大学（3）4 男子

鈴木　　司           ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ               大学（2）5 男子

西平　　剛           ﾆｼﾋﾗ ﾂﾖｼ               大学（2）6 男子

益満　　遼           ﾏｽﾐﾂ ﾘｮｳ               大学（2）7 男子

朝山　　亮           ｱｻﾔﾏ ﾘｮｳ               大学（1）8 男子

岡田　　陸           ｵｶﾀﾞ ﾘｸ                大学（1）9 男子

佐竹　郁哉           ｻﾀｹ ｲｸﾔ                大学（1）10 男子

山下　舜也           ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾔ              大学（1）11 男子

横山　達彦           ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ              大学（1）12 男子

50043
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪国際大学    
性別:

中嶋　眞子           ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺ               大学（2）1 女子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大学        
性別:

西田　　覚           ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ               大学（2）1 男子

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

横田　直樹           ﾖｺﾀ ﾅｵｷ                大学（2）3 男子

加藤　大輝           ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ               大学（1）4 男子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大学        
性別:

長谷川　顕           ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ               大学（4）1 男子

藤井　亮佑           ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ             大学（3）2 男子

小杉　裕康           ｺｽｷﾞ ﾋﾛﾔｽ              大学（2）3 男子

中市　聖人           ﾅｶｲﾁ ﾏｻﾄ               大学（2）4 男子

古賀　　颯           ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ                大学（1）5 男子

田之上将太           ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ              大学（1）6 男子

南　　景子           ﾐﾅﾐ ｹｲｺ                大学（4）7 女子

舩越　香帆           ﾌﾅｺｼ ｶﾎ                大学（3）8 女子

尾道　仁美           ｵﾉﾐﾁ ﾋﾄﾐ               大学（2）9 女子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大学        
性別:

長谷川　遼           ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ              大学（2）1 男子

星野　雄亮           ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ               大学（2）2 男子

森川　滉介           ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ              大学（2）3 男子

安田　翔平           ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ             大学（2）4 男子

林　　圭亮           ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ               大学（1）5 男子

平野　一貴           ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ               大学（1）6 男子

小畑　朱里           ｺﾊﾞﾀｹ ｱｶﾘ              大学（4）7 女子

村越　友紀           ﾑﾗｺｼ ﾕｷ                大学（4）8 女子

山﨑千夏子           ﾔﾏｻｷ ﾁｶｺ               大学（4）9 女子

高山　千絵           ｺｳﾔﾏ ﾁｴ                大学（3）10 女子

北村　梓紗           ｷﾀﾑﾗ ｱｽﾞｻ              大学（2）11 女子

金﨑　遥香           ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ              大学（1）12 女子
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51012
氏名: カナ: 学校:No.:

香川大学        
性別:

細川　涼太           ﾎｿｶﾜ ﾘｮｳﾀ              大学（3）1 男子

大田　一貴           ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ               大学（2）2 男子

公門　岳曉           ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ             大学（2）3 男子

別所　佑亮           ﾍﾞｯｼｮ ﾕｳｽｹ             大学（2）4 男子

中西　弘晃           ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ              大学（1）5 男子

七條　　晶           ｼﾁｼﾞｮｳ ｱｷ              大学（3）6 女子

秋山　和慧           ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞｴ              大学（2）7 女子

三好彩香理           ﾐﾖｼ ｱｶﾘ                大学（1）8 女子

51046
氏名: カナ: 学校:No.:

川崎医療福祉大学
性別:

山中明日香           ﾔﾏﾅｶ ｱｽｶ               大学（4）1 女子

竹谷　奏美           ﾀｹﾀﾆ ｶﾅﾐ               大学（3）2 女子

有安　真澄           ｱﾘﾔｽ ﾏｽﾐ               大学（2）3 女子

藤岡　志帆           ﾌｼﾞｵｶ ｼﾎ               大学（2）4 女子

秋山　歩巳           ｱｷﾔﾏ ｱﾕﾐ               大学（1）5 女子

大澤　祐希           ｵｵｻﾜ ﾕｳｷ               大学（1）6 女子

52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大          
性別:

遠藤　聡司           ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ              大学（4）1 男子

唐島　雅博           ｶﾗｼﾏ ﾏｻﾋﾛ              大学（3）2 男子

坂本　悠輔           ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ              大学（3）3 男子

永原　海洲           ﾅｶﾞﾊﾗ ｶｲｼｭｳ            大学（2）4 男子

池下　肇一           ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ              大学（1）5 男子

宗光　和希           ﾑﾈﾐﾂ ｶｽﾞｷ              大学（1）6 男子

宇都　希咲           ｳﾄ ｷｻｷ                 大学（1）7 女子

52007
氏名: カナ: 学校:No.:

長崎大          
性別:

福永　慶士           ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲｼ              大学（3）1 男子

松尾　拓己           ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ                大学（3）2 男子

龍　　勇樹           ﾘｭｳ ﾕｳｷ                大学（3）3 男子

池田雄太郎           ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ             大学（2）4 男子

福永　真広           ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ             大学（2）5 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

西田　直史           ﾆｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ              大学（3）2 男子

矢田崎侑也           ﾔﾀｻﾞｷ ﾕｳﾔ              大学（3）3 男子

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

田中　　陽           ﾀﾅｶ ﾖｳ                 大学（1）5 男子
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52055
氏名: カナ: 学校:No.:

九州共立大      
性別:

清敷　祐太           ｷﾖｼｷ ﾕｳﾀ               大学（4）1 男子

重富　拓也           ｼｹﾞﾄﾐ ﾀｸﾔ              大学（4）2 男子

城　　匠己           ｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ               大学（4）3 男子

須崎　大輝           ｽｻｷ ﾀﾞｲｷ               大学（4）4 男子

古田　　勇           ﾌﾙﾀ ｲｻﾑ                大学（4）5 男子

前田　　昇           ﾏｴﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ              大学（3）6 男子

新田　　良           ﾆｯﾀ ﾘｮｳ                大学（2）7 男子

広田　真也           ﾋﾛﾀ ﾅｵﾔ                大学（2）8 男子

福田　大樹           ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｷ               大学（2）9 男子

前田　信洋           ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ             大学（2）10 男子

石井　　瞳           ｲｼｲ ﾋﾄﾐ                大学（3）11 女子

殿ヶ下美輝           ﾄﾉｶﾞｼﾀ ﾐｷ              大学（2）12 女子

大川　真由           ｵｵｶﾜ ﾏﾕ                大学（1）13 女子

53065
氏名: カナ: 学校:No.:

東北学院大      
性別:

荒　　宥希           ｱﾗ ﾋﾛｷ                 大学（2）1 男子

佐藤　匠悟           ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ              大学（2）2 男子

鈴木　智侑           ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ              大学（2）3 男子

赤坂　武蔵           ｱｶｻｶ ﾑｻｼ               大学（1）4 男子

平内　真聖           ﾋﾗﾅｲ ﾏｻﾄ               大学（1）5 男子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

内田　健太           ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ               大学（4）1 男子

小牧　凌也           ｺﾏｷ ﾘｮｳﾔ               大学（3）2 男子

土生圭一郎           ﾊﾌﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ             大学（3）3 男子

中川　卓眞           ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ              大学（2）4 男子

福岡　大河           ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ              大学（2）5 男子

牧　　海平           ﾏｷ ｶｲﾍｲ                大学（2）6 男子

横井　　信           ﾖｺｲ ﾏｺﾄ                大学（2）7 男子

木内壮一朗           ｷｳﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ             大学（1）8 男子

山﨑　　仁           ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ              大学（1）9 男子

田代　繭子           ﾀｼﾛ ﾏﾕｺ                大学（4）10 女子

邵　　旻蓉           ｼｬｵ ﾐﾝﾖｳ               大学（3）11 女子

山崎　友子           ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ              大学（2）12 女子

落合　彩月           ｵﾁｱｲ ｻﾂｷ               大学（1）13 女子

坂田　里緒           ｻｶﾀ ﾘｵ                 大学（1）14 女子

佐藤　　樹           ｻﾄｳ ｲﾂｷ                大学（1）15 女子

佐藤　由佳           ｻﾄｳ ﾖﾘｶ                大学（1）16 女子

塘　　安奈           ﾄﾓ ｱﾝﾅ                 大学（1）17 女子
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53095
氏名: カナ: 学校:No.:

弘前大          
性別:

米谷　陸杜           ﾖﾈﾔ ﾘｸﾄ                大学（4）1 男子

澁谷　旬哉           ｼﾌﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾔ             大学（2）2 男子

相馬　享亮           ｿｳﾏ ｺｳｽｹ               大学（2）3 男子

田中　　椋           ﾀﾅｶ ﾘｮｳ                大学（1）4 男子

三上亜沙美           ﾐｶﾐ ｱｻﾐ                大学（4）5 女子

浅沼　綾音           ｱｻﾇﾏ ｱﾔﾈ               大学（3）6 女子

中村美智子           ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ               大学（2）7 女子

山本　真由           ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ                大学（2）8 女子

櫻庭　　碧           ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ             大学（1）9 女子
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