
第64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:

小宮山文太            ｺﾐﾔﾏ ﾌﾞﾝﾀ               大学（1）1 男子

西原　　翼            ﾆｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ               大学（1）2 男子

48010
氏名: カナ: 学校:No.:

電気通信大      
性別:

平野　雄一            ﾋﾗﾉ ﾕｳｲﾁ                大学（3）1 男子

馬原　愛斗            ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ                 大学（1）2 男子

48014
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜市立大      
性別:

佐藤　京介            ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ               大学（3）1 男子

吾郷　　遼            ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ                大学（1）2 男子

安藤　礼華            ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｶ               大学（3）3 女子

平井　知佳            ﾋﾗｲ ﾄﾓｶ                 大学（2）4 女子

杉山　怜香            ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｶ               大学（1）5 女子

48019
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜国立大      
性別:

松永　貴寛            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ              大学（3）1 男子

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

間々下智広            ﾏﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ               大学（2）3 男子

48021
氏名: カナ: 学校:No.:

埼玉大          
性別:

大熊　亮平            ｵｵｸﾏ ﾘｮｳﾍｲ              大学（3）1 男子

熊谷　拓実            ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ               大学（3）2 男子

西原　大輝            ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ                大学（1）3 男子

山内　祐樹            ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ                大学（2）4 男子

山迫　武瑠            ﾔﾏｻｺ ﾀｹﾙ                大学（1）5 男子

米原　未来            ﾖﾈﾊﾗ ﾐｸ                 大学（3）6 女子

中村ジュリア          ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘｱ              大学（3）7 女子

後藤　彩香            ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ                大学（2）8 女子

48022
氏名: カナ: 学校:No.:

首都大          
性別:

真砂　勇吾            ﾏｻｺﾞ ﾕｳｺﾞ               大学（2）1 男子

野木　実佑            ﾉｷﾞ ﾐﾕｳ                 大学（2）2 男子

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（3）1 女子

大久保　杏            ｵｵｸﾎﾞ ｱﾝｽﾞ              大学（2）2 女子

48036
氏名: カナ: 学校:No.:

一橋大          
性別:

八鍬　昴輝            ﾔｸﾜ ﾄﾓｷ                 大学（3）1 男子

宮島　大知            ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ              大学（3）2 男子
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48042
氏名: カナ: 学校:No.:

東京海洋大      
性別:

齋藤　俊輔            ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ              大学（3）1 男子

上田　航平            ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ               大学（3）2 男子

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

徳原　　翔            ﾄｸﾊﾗ ｼｮｳ                大学（2）4 男子

佐藤　創一            ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ                大学（2）5 男子

大石　啓太            ｵｵｲｼ ｹｲﾀ                大学（2）6 男子

小野寺柊希            ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳｷ              大学（2）7 男子

小竹　多聞            ｺﾀｹ ﾀﾓﾝ                 大学（2）8 男子

黒川　翔太            ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ               大学（1）9 男子

長谷　　周            ﾊｾ ｱﾏﾈ                  大学（1）10 男子

神田　菜緒            ｶﾝﾀﾞ ﾅｵ                 大学（2）11 女子

馬淵　瑛子            ﾏﾌﾞﾁ ｱｷｺ                大学（1）12 女子

市川　史菜            ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾅ                大学（1）13 女子

伊藤有佳里            ｲﾄｳ ﾕｶﾘ                 大学（1）14 女子

48058
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉大          
性別:

國分　翔太            ｺｸﾌﾞ ｼｮｳﾀ               大学（3）1 男子

平林　大樹            ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ             大学（2）2 男子

藤田　湧登            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ                大学（1）3 男子

佐藤　　航            ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ                 大学（1）4 男子

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大      
性別:

山本　倫也            ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ               大学（4）1 男子

内藤　悠貴            ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ                大学（1）2 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（3）1 男子

塚越　英樹            ﾂｶｺｼ ﾋﾃﾞｷ               大学（3）2 男子

星　　孝大            ﾎｼ ﾀｶﾋﾛ                 大学（3）3 男子

渡邊　知哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ               大学（1）4 男子

48081
氏名: カナ: 学校:No.:

群馬大          
性別:

秋元　直也            ｱｷﾓﾄ ﾅｵﾔ                大学（4）1 男子

矢尻　瑛久            ﾔｼﾞﾘ ｱｷﾋｻ               大学（3）2 男子

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

梅澤　優太            ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳﾀ               大学（3）4 男子

48101
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨大          
性別:

菅沼　進也            ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾔ               大学（6）1 男子

居作　和昌            ｲﾂﾞｸﾘ ｶｽﾞﾖｼ             大学（4）2 男子

時岡　　匠            ﾄｷｵｶ ﾀｸﾐ                大学（2）3 男子
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49010
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大          
性別:

竹内　義晴            ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾊﾙ               大学（3）1 男子

守安　政太            ﾓﾘﾔｽ ｼｮｳﾀ               大学（1）2 男子

管　　隆次            ｶﾝ ﾘｭｳｼﾞ                大学（2）3 男子

今瀬　友貴            ｲﾏｾ ﾕｳｷ                 大学（1）4 男子

49011
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡大          
性別:

高原　　誠            ﾀｶﾊﾗ ﾏｺﾄ                大学（4）1 男子

49012
氏名: カナ: 学校:No.:

三重大          
性別:

中村　星斗            ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ                大学（4）1 男子

野呂　竜司            ﾉﾛ ﾘｭｳｼﾞ                大学（2）2 男子

市川　航大            ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ              大学（2）3 男子

生川　峰寛            ﾅﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ               大学（2）4 男子

壁谷澤駿佑            ｶﾍﾞﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ           大学（2）5 男子

高須　達也            ﾀｶｽ ﾀﾂﾔ                 大学（1）6 男子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

石丸　隆大            ｲｼﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ               大学（1）1 男子

半田　将也            ﾊﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ                大学（3）2 男子

49015
氏名: カナ: 学校:No.:

金沢大          
性別:

小杉　神奈            ｺｽｷﾞ ｶﾝﾅ                大学（3）1 女子

高島　早紀            ﾀｶｼﾏ ｻｷ                 大学（2）2 女子

上野　愛里            ｳｴﾉ ｱｲﾘ                 大学（1）3 女子

毎田　　葵            ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ                大学（1）4 女子

49017
氏名: カナ: 学校:No.:

富山大          
性別:

今井菜々美            ｲﾏｲ ﾅﾅﾐ                 大学（3）1 女子

出口　　葵            ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｵｲ               大学（4）2 女子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大
性別:

山下　裕斗            ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ                大学（3）1 男子

伊藤　稜介            ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ               大学（2）2 男子

水野　　光            ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾙ                大学（1）3 男子

50013
氏名: カナ: 学校:No.:

京都工繊大
性別:

左居　宗泰            ｻｲ ﾑﾈﾋﾛ                 大学（3）1 男子

浅井　隆似            ｱｻｲ ﾘｭｳｲ                大学（3）2 男子

南部壮太郎            ﾅﾝﾌﾞ ｿｳﾀﾛｳ              大学（3）3 男子

大林祐之輔            ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾉｽｹ            大学（2）4 男子

小杉　　真            ｺｽｷﾞ ﾏｺﾄ                大学（2）5 男子
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50016
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山大
性別:

船田　将平            ﾌﾅﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ              大学（3）1 男子

伊藤　和真            ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ                大学（2）2 男子

久保田哲史            ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｼ                大学（1）3 男子

植田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                大学（1）4 男子

池田　　凜            ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ                 大学（4）5 女子

粂田　愛梨            ｸﾒﾀ ｱｲﾘ                 大学（1）6 女子

50025
氏名: カナ: 学校:No.:

京都大
性別:

向高　有紀            ﾑｶﾀｶ ﾕｷ                 大学（1）1 女子

小畑みさと            ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ                大学（2）2 女子

今田佳奈子            ｺﾝﾀﾞ ｶﾅｺ                大学（1）3 女子

荻野　菜摘            ｵｷﾞﾉ ﾅﾂﾐ                大学（1）4 女子

50028
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀大
性別:

有坂　悠土            ｱﾘｻｶ ﾕｳﾄ                大学（4）1 男子

大平ちひろ            ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ              大学（4）2 女子

中村　紘子            ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ                大学（2）3 女子

50029
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪府立大
性別:

谷口　善信            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ             大学（3）1 男子

鍔本　純也            ﾂﾊﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ             大学（3）2 男子

福森　晴樹            ﾌｸﾓﾘ ﾊﾙｷ                大学（3）3 女子

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

松浦絵里奈            ﾏﾂｳﾗ ｴﾘﾅ                大学（1）5 女子

50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市立高専    
性別:

山本　梨乃            ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ                 大学（2）1 女子

江原　千尋            ｴﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ                大学（1）2 女子

51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大
性別:

辰巳　尚展            ﾀﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ                大学（3）1 男子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大
性別:

小澤　佑介            ｵｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ               大学（1）1 男子

大野　耕平            ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ                大学（1）2 男子

相宮　百花            ｱｲﾐﾔ ﾓﾓｶ                大学（2）3 女子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大
性別:

深谷　考平            ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ                大学（4）1 男子

竹内　健悟            ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ               大学（3）2 男子

遠藤　尚志            ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ             大学（1）3 男子

岩根　　響            ｲﾜﾈ ﾋﾋﾞｷ                大学（1）4 男子
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51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大
性別:

田中　夏輝            ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ                 大学（4）1 男子

田淵　元太            ﾀﾌﾞﾁ ｹﾞﾝﾀ               大学（3）2 男子

東本　海人            ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｶｲﾄ              大学（2）3 男子

北村　梓紗            ｷﾀﾑﾗ ｱｽﾞｻ               大学（3）4 女子

51012
氏名: カナ: 学校:No.:

香川大
性別:

別所　佑亮            ﾍﾞｯｼｮ ﾕｳｽｹ              大学（3）1 男子

51017
氏名: カナ: 学校:No.:

海上保安大学校  
性別:

仲村　萌加            ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ                大学（1）1 女子

藤木　可保            ﾌｼﾞｷ ｶﾎ                 大学（1）2 女子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大
性別:

吉松　寛奈            ﾖｼﾏﾂ ｶﾝﾅ                大学（1）1 女子

51073
氏名: カナ: 学校:No.:

高知工科大
性別:

川村　優太            ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ                大学（3）1 男子

成田　和樹            ﾅﾙﾀ ｶｽﾞｷ                大学（3）2 男子

菰田　誉大            ｺﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ               大学（2）3 男子

中原　雄太            ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ                大学（1）4 男子

52002
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡教育大      
性別:

宮崎信之介            ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ             大学（1）1 男子

岩本　　陽            ｲﾜﾓﾄ ﾖｳ                 大学（1）2 男子

52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大          
性別:

近藤　賢人            ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ               大学（2）1 男子

森　　晴香            ﾓﾘ ﾊﾙｶ                  大学（4）2 女子

北原明日香            ｷﾀﾊﾗ ｱｽｶ                大学（3）3 女子

52007
氏名: カナ: 学校:No.:

長崎大          
性別:

久保田健斗            ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ                大学（2）1 男子

52009
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本大          
性別:

徳永　皓介            ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｽｹ              大学（3）1 男子

秋山光太朗            ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ              大学（3）2 男子

52019
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿児島大        
性別:

金子　達也            ｶﾈｺ ﾀﾂﾔ                 大学（4）1 男子

今村駿之介            ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ             大学（1）2 男子

米田　彩花            ﾖﾈﾀﾞ ｻﾔｶ                大学（3）3 女子
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52020
氏名: カナ: 学校:No.:

宮崎大          
性別:

佐竹　　崚            ｻﾀｹ ﾘｮｳ                 大学（2）1 男子

松室　明渡            ﾏﾂﾑﾛ ｱｷﾄ                大学（2）2 男子

52021
氏名: カナ: 学校:No.:

琉球大          
性別:

平良　碩紹            ﾀｲﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ               大学（1）1 男子

片山　　翼            ｶﾀﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ               大学（1）2 男子

53066
氏名: カナ: 学校:No.:

東北大          
性別:

村上　将希            ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｷ               大学（2）1 男子

53069
氏名: カナ: 学校:No.:

小樽商科大      
性別:

小野　元気            ｵﾉ ｹﾞﾝｷ                 大学（4）1 男子

湊　　恭平            ﾐﾅﾄ ｷｮｳﾍｲ               大学（2）2 男子

松尾　剛志            ﾏﾂｵ ﾂﾖｼ                 大学（1）3 男子

水口翔太郎            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ           大学（1）4 男子

田中日奈子            ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ                 大学（2）5 女子

巴　　彩華            ﾄﾓｴ ｱﾔｶ                 大学（2）6 女子

53070
氏名: カナ: 学校:No.:

山形大          
性別:

川本　泰雅            ｶﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ               大学（1）1 男子

伊藤　静希            ｲﾄｳ ｼｽﾞｷ                大学（1）2 男子

安部　航大            ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ               大学（1）3 男子

佐藤　文哉            ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ                 大学（1）4 男子

横川　朝咲            ﾖｺｶﾜ ｱｻｷ                大学（4）5 女子

安達　雪鈴            ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾈ                大学（4）6 女子

53083
氏名: カナ: 学校:No.:

秋田大          
性別:

越後谷健太            ｴﾁｺﾞﾔ ｹﾝﾀ               大学（4）1 男子

成田　圭佑            ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ                大学（2）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（4）1 男子

坂本琳太郎            ｻｶﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ              大学（4）2 男子

53146
氏名: カナ: 学校:No.:

岩手県立大      
性別:

高橋　健太            ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ                大学（4）1 男子

志田　　匡            ｼﾀﾞ ﾏｻｼ                 大学（3）2 男子

佐々木翔哉            ｻｻｷ ｼｮｳﾔ                大学（2）3 男子

及川　拓海            ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ                大学（1）4 男子
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