
第93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:

相田　悠希           ｱｲﾀﾞ ﾕｳｷ               大学（4）1 男子

山岸　航大           ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ            大学（4）2 男子

滝本　将大           ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ              大学（3）3 男子

田中洸太郎           ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ              大学（3）4 男子

菅原　淳生           ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｷ              大学（2）5 男子

栁本　純希           ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ           大学（2）6 男子

米川　　凱           ﾖﾈｶﾜ ｶｲ                大学（2）7 男子

下田　晴也           ｼﾓﾀﾞ ｾｲﾔ               大学（1）8 男子

東　　千尋           ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ               大学（1）9 男子

俵頭　由美           ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕﾐ              大学（3）10 女子

柳澤　采実           ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｲﾐ             大学（2）11 女子

町田　瑞季           ﾏﾁﾀﾞ ﾐｽﾞｷ              大学（1）12 女子

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別:

池永　旬輝           ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ            大学（4）1 男子

須藤　大貴           ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ              大学（3）2 男子

福重　浩太           ﾌｸｼｹﾞ ｺｳﾀ              大学（3）3 男子

藤原　諒大           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ           大学（3）4 男子

宇山　智貴           ｳﾔﾏ ﾄﾓｷ                大学（2）5 男子

堀之内飛向           ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋｭｳｶﾞ            大学（2）6 男子

宮田　嵐帆           ﾐﾔﾀ ﾗﾝﾎﾟｳ              大学（2）7 男子

神賀　　聖           ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ               大学（1）8 男子

高橋　　輝           ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ               大学（1）9 男子

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大      
性別:

平瀬　　諒           ﾋﾗｾ ﾏｺﾄ                大学（2）1 男子

植竹　亮太           ｳｴﾀｹ ﾘｮｳﾀ              大学（1）2 男子

川田　大夢           ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ               大学（1）3 男子

長濱　大世           ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｲｾｲ             大学（1）4 男子

山本　　隆           ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ               大学（1）5 男子

綿貫　海斗           ﾜﾀﾇｷ ｶｲﾄ               大学（1）6 男子

48011
氏名: カナ: 学校:No.:

日本女子体大
性別:

真如　美優           ｼﾝﾆｮ ﾐﾕ                大学（3）1 女子

黒岡　沙耶           ｸﾛｵｶ ｻﾔ                大学（2）2 女子

斉藤　未歩           ｻｲﾄｳ ﾐﾎ                大学（2）3 女子

田村　実花           ﾀﾑﾗ ﾐｶ                 大学（2）4 女子

雨宮　詩歩           ｱﾒﾐﾔ ｼﾎ                大学（1）5 女子

大図　佳苗           ｵｵｽﾞ ｶﾅｴ               大学（1）6 女子

真中　花映           ﾏﾅｶ ﾊﾅｴ                大学（1）7 女子

諸岡　茉音           ﾓﾛｵｶ ﾏｵ                大学（1）8 女子

山本　佳依           ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ                大学（1）9 女子

吉永　也笑           ﾖｼﾅｶﾞ ﾔｴ               大学（1）10 女子
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48018
氏名: カナ: 学校:No.:

立正大          
性別:

佛田　孝介           ﾌﾞﾂﾀﾞ ﾅﾘﾖｼ             大学（4）1 男子

岡内　昭伍           ｵｶｳﾁ ｼｮｳｺﾞ             大学（3）2 男子

堀　　大地           ﾎﾘ ﾀﾞｲﾁ                大学（2）3 男子

古本　　怜           ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳ               大学（1）4 男子

48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別:

坂本　碩人           ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ               大学（2）1 男子

関　　俊平           ｾｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ              大学（2）2 男子

平岡　亮太           ﾋﾗｵｶ ﾘｮｳﾀ              大学（2）3 男子

河村　拓夢           ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾑ               大学（1）4 男子

芝本　新里           ｼﾊﾞﾓﾄ ｱｻﾄ              大学（1）5 男子

俣野　　陽           ﾏﾀﾉ ｱｷﾗ                大学（1）6 男子

脇田　　光           ﾜｷﾀ ﾋｶﾙ                大学（1）7 男子

48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別:

高山　剛毅           ﾀｶﾔﾏ ｺﾞｳｷ              大学（2）1 男子

坂田　知哉           ｻｶﾀ ﾄﾓｷ                大学（1）2 男子

高松　和希           ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ              大学（1）3 男子

平野勝汰朗           ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ             大学（1）4 男子

松尾　真理           ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ               大学（1）5 男子

太田菜那子           ｵｵﾀ ﾅﾅｺ                大学（1）6 女子

笹谷奈帆香           ｻｻﾀﾆ ﾅﾎｶ               大学（1）7 女子

吉村　真子           ﾖｼﾑﾗ ﾏｺ                大学（1）8 女子

48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大          
性別:

庄内　健登           ｼｮｳﾅｲ ｹﾝﾄ              大学（1）1 男子

48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別:

中村　政貴           ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾀｶ              大学（4）1 男子

野崎　雄汰           ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ               大学（4）2 男子

溝淵光太郎           ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ           大学（3）3 男子

伊藤　大智           ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ               大学（2）4 男子

岡本　　怜           ｵｶﾓﾄ ﾚｲ                大学（2）5 男子

木住野将史           ｷｼﾉ ﾏｻﾌﾐ               大学（2）6 男子

中尾　豪佑           ﾅｶｵ ｺﾞｳｽｹ              大学（2）7 男子

溝上　壽人           ﾐｿﾞｶﾐ ｶｽﾞﾄ             大学（2）8 男子

平井　　陸           ﾋﾗｲ ﾘｸ                 大学（1）9 男子

権守志帆子           ｺﾞﾝﾓﾘ ｼﾎｺ              大学（4）10 女子

稲田　真依           ｲﾅﾀﾞ ﾏｲ                大学（3）11 女子

小林　　澪           ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ               大学（3）12 女子

櫻井　朋美           ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾐ               大学（3）13 女子

長島さくら           ﾅｶﾞｼﾏ ｻｸﾗ              大学（3）14 女子

渡邊　千尋           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾋﾛ              大学（3）15 女子

谷内あすか           ﾀﾆｳﾁ ｱｽｶ               大学（2）16 女子

渡邉　理紗           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ               大学（2）17 女子

大久保美沙           ｵｵｸﾎﾞ ﾐｻ               大学（1）18 女子

2/12 ページ2017年8月8日 12:00:36



第93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

48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大          
性別:

川島　龍一           ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ             大学（4）1 男子

藤谷　忠昭           ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｱｷ            大学（4）2 男子

平岩　賢人           ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ               大学（3）3 男子

今林　浩志           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ             大学（2）4 男子

蔡　龍之介           ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ              大学（2）5 男子

齋藤　　樹           ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ               大学（2）6 男子

安藤　涼太           ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ             大学（1）7 男子

48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大          
性別:

沼田　啓作           ﾇﾏﾀ ｹｲｻｸ               大学（4）1 男子

森山　将大           ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ            大学（2）2 男子

宮村有樹彦           ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ              大学（1）3 男子

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

坂本みずき           ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ              大学（3）5 女子

髙橋　花帆           ﾀｶﾊｼ ｶﾎ                大学（2）6 女子

三栁　泉水           ﾐﾔﾅｷﾞ ｲｽﾞﾐ             大学（2）7 女子

48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大      
性別:

渡邊　神威           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾑｲ              大学（4）1 男子

ｸﾗｳｽ亜怜久守         ｸﾗｳｽ ｱﾚｯｸｽ             大学（3）2 男子

西城　修平           ｻｲｼﾞｮｳ ｼｭｳﾍｲ           大学（3）3 男子

津久井　卓           ﾂｸｲ ﾀｸﾐ                大学（3）4 男子

岩瀬　夏月           ｲﾜｾ ﾅﾂｷ                大学（2）5 男子

河上　大輝           ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ              大学（2）6 男子

青木　純平           ｱｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            大学（1）7 男子

森若　裕星           ﾓﾘﾜｶ ﾕｳｾｲ              大学（1）8 男子

堀江こゆき           ﾎﾘｴ ｺﾕｷ                大学（3）9 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（4）1 男子

後藤　　壮           ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ               大学（3）2 男子

片岡　真菜           ｶﾀｵｶ ﾏﾅ                大学（4）3 女子

48046
氏名: カナ: 学校:No.:

東京理科大      
性別:

佐藤　一輝           ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ               大学（3）1 男子

谷川　　凌           ﾀﾆｶﾜ ﾘｮｳ               大学（3）2 男子

柴田　和生           ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ              大学（2）3 男子

西林　壮樹           ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ             大学（2）4 男子

48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大        
性別:

足立　光駿           ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼｭﾝ             大学（2）1 男子

48050
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉商科大      
性別:

大竹　宏樹           ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ               大学（3）1 男子

吉岡　大輝           ﾖｼｵｶ ﾀｲｷ               大学（1）2 男子
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48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別:

坂田　　匠           ｻｶﾀ ﾀｸﾐ                大学（4）1 男子

金澤　陸哉           ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｸﾔ              大学（2）2 男子

森本　健太           ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ               大学（2）3 男子

石川　真由           ｲｼｶﾜ ﾏﾕ                大学（4）4 女子

岡本　彩花           ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ               大学（4）5 女子

三浦　奈波           ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ                大学（4）6 女子

溝上　壽乃           ﾐｿﾞｶﾐ ﾋｻﾉ              大学（4）7 女子

川畑　志保           ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ               大学（2）8 女子

神山　瑞季           ｺｳﾔﾏ ﾐｽﾞｷ              大学（2）9 女子

須嵜　仁美           ｽｻｷ ﾋﾄﾐ                大学（2）10 女子

濱口　真子           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ               大学（2）11 女子

常盤　怜以           ﾄｷﾜ ﾚｲ                 大学（1）12 女子

48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別:

佐々木　友           ｻｻｷ ﾕｳ                 大学（4）1 男子

野口　聖也           ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ               大学（3）2 男子

小林　正陛           ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ            大学（2）3 男子

一戸　元喜           ｲﾁﾉﾍ ﾓﾄｷ               大学（1）4 男子

近江ウィリアム       ｵｳﾐ ｳｨﾘｱﾑ              大学（1）5 男子

斉藤　孝佳           ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ              大学（1）6 男子

48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大        
性別:

小田　正樹           ｵﾀﾞ ﾏｻｷ                大学（4）1 男子

廣川　剛大           ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀﾞｲ            大学（4）2 男子

井脇　有香           ｲﾜｷ ﾕｶ                 大学（4）3 女子

望月奈菜子           ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅﾅｺ              大学（2）4 女子

仲田　梨紗           ﾅｶﾀﾞ ﾘｻ                大学（1）5 女子

三浦　真菜           ﾐｳﾗ ﾏﾅ                 大学（1）6 女子

48120
氏名: カナ: 学校:No.:

帝京大          
性別:

柏木　勇人           ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾄ              大学（3）1 男子

小林　謙太           ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ              大学（3）2 男子

川島　　陽           ｶﾜｼﾏ ﾖｳ                大学（1）3 男子

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大      
性別:

井上　慈温           ｲﾉｳｴ ｼﾞｵﾝ              大学（4）1 男子

大橋　滉生           ｵｵﾊｼ ｺｳｷ               大学（4）2 男子

見郷　義明           ｹﾝｷｮｳ ﾖｼｱｷ             大学（4）3 男子

近藤　克哉           ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ              大学（4）4 男子

柴田　伍郎           ｼﾊﾞﾀ ｺﾞﾛｳ              大学（4）5 男子

菅谷健一郎           ｽｶﾞﾔ ｹﾝｲﾁﾛｳ            大学（4）6 男子

林　　祐矢           ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ                大学（4）7 男子

福澤　爽汰           ﾌｸｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ             大学（2）8 男子

岩永　　隆           ｲﾜﾅｶﾞ ﾀｶｼ              大学（1）9 男子

小山　健斗           ｺﾔﾏ ｹﾝﾄ                大学（1）10 男子

染谷　英輝           ｿﾒﾔ ﾋﾃﾞｷ               大学（1）11 男子

髙橋　未希           ﾀｶﾊｼ ﾐｷ                大学（4）12 女子
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48203
氏名: カナ: 学校:No.:

桐蔭横浜大      
性別:

内田　雄真           ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾏ              大学（1）1 男子

坂本　　陸           ｻｶﾓﾄ ﾘｸ                大学（1）2 男子

49001
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知学院大      
性別:

魚川　悠生           ｳｵｶﾜ ﾕｳｷ               大学（4）1 男子

鈴木　翔太           ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ              大学（4）2 男子

髙丸　真哉           ﾀｶﾏﾙ ｼﾝﾔ               大学（4）3 男子

新出　拓杜           ﾆｲﾃﾞ ﾋﾛﾄ               大学（3）4 男子

西澤　　駿           ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ              大学（3）5 男子

西野　竜成           ﾆｼﾉ ﾘｭｳｾｲ              大学（3）6 男子

信岡　俊輝           ﾉﾌﾞｵｶ ﾄｼｷ              大学（3）7 男子

福田　修平           ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ             大学（3）8 男子

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大          
性別:

北山　晃河           ｷﾀﾔﾏ ｺｳｶﾞ              大学（1）1 男子

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（4）1 女子

中村　遥子           ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ               大学（3）2 女子

福田　愛弓           ﾌｸﾀ ｱﾕﾐ                大学（3）3 女子

小山　京香           ｺﾔﾏ ｷｮｳｶ               大学（2）4 女子

鈴木　亜子           ｽｽﾞｷ ｱｺ                大学（2）5 女子

長岡　千聖           ﾅｶﾞｵｶ ﾁｻﾄ              大学（2）6 女子

西田　花乃           ﾆｼﾀﾞ ﾊﾅﾉ               大学（2）7 女子

松居　千能           ﾏﾂｲ ﾁﾉ                 大学（1）8 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

山内万里乃           ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘﾉ               大学（4）1 女子

水谷　華奈           ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ               大学（2）2 女子

49021
氏名: カナ: 学校:No.:

福井工業大      
性別:

吉田　友悟           ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺﾞ              大学（3）1 男子

山田　一貴           ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ              大学（2）2 男子

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

都藤　陽平           ﾂﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ              大学（1）4 男子
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49032
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大      
性別:

近藤　治樹           ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ              大学（4）1 男子

飯泉　里平           ｲｲｽﾞﾐ ﾘﾍｲ              大学（2）2 男子

大勝　　力           ﾀﾞｲｶﾂ ﾘｷ               大学（2）3 男子

髙木　秀人           ﾀｶｷﾞ ｼｭｳﾄ              大学（2）4 男子

山城昌一朗           ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳｲﾁﾛｳ           大学（2）5 男子

臼井　真吾           ｳｽｲ ｼﾝｺﾞ               大学（1）6 男子

桑添　　陸           ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ               大学（1）7 男子

永井　瑛斗           ﾅｶﾞｲ ｱｷﾄ               大学（1）8 男子

久光　哲也           ﾋｻﾐﾂ ﾃﾂﾔ               大学（1）9 男子

広瀬　祐大           ﾋﾛｾ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（1）10 男子

星川　慎吾           ﾎｼｶﾜ ｼﾝｺﾞ              大学（1）11 男子

山城　憲治           ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ              大学（1）12 男子

大柳　春奈           ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾅ             大学（4）13 女子

加地明日香           ｶﾁ ｱｽｶ                 大学（4）14 女子

佐々木　愛           ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ               大学（4）15 女子

森谷　祐香           ﾓﾘﾔ ﾕｳｶ                大学（4）16 女子

伊藤　楓華           ｲﾄｳ ﾌｳｶ                大学（3）17 女子

下山恵里奈           ｼﾓﾔﾏ ｴﾘﾅ               大学（2）18 女子

河治菜々子           ｶﾜｼﾞ ﾅﾅｺ               大学（1）19 女子

木立　朱珠           ｷﾀﾞﾁ ｽｽﾞ               大学（1）20 女子

前芝　和佳           ﾏｴｼﾊﾞ ﾜｶ               大学（1）21 女子

49035
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜聖徳大
性別:

河合　駿介           ｶﾜｲ ｼｭﾝｽｹ              大学（4）1 男子

原　　拓郎           ﾊﾗ ﾀｸﾛｳ                大学（3）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（4）1 男子

大塚　陸斗           ｵｵﾂｶ ﾘｸﾄ               大学（2）2 男子

久保　　南           ｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ                大学（3）3 女子

市川　瑛美           ｲﾁｶﾜ ｴﾐ                大学（2）4 女子

50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大
性別:

猪口慎ノ介           ｲﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ            大学（3）1 男子

山田将太郎           ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ            大学（2）2 男子

松原　亜実           ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾐ               大学（3）3 女子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大
性別:

平岡　太一           ﾋﾗｵｶ ﾀｲﾁ               大学（4）1 男子

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

片山幸士郎           ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ             大学（2）3 男子

長島　昂平           ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ             大学（1）4 男子

松浦　智仁           ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾋﾄ              大学（1）5 男子

水野　　光           ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾙ               大学（1）6 男子

竹澤　美咲           ﾀｹｻﾞﾜ ﾐｻｷ              大学（4）7 女子

宗利　侑香           ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ               大学（3）8 女子

杉本　紗彩           ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ              大学（2）9 女子
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50003
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪大
性別:

西畑　　穣           ﾆｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳ             大学（4）1 男子

三輪　琢哉           ﾐﾜ ﾀｸﾔ                 大学（4）2 男子

植村　泰拓           ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ              大学（2）3 男子

南野　貴行           ﾅﾝﾉ ﾀｶﾕｷ               大学（2）4 男子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大
性別:

高橋浩太朗           ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ             大学（3）1 男子

中川　啓介           ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ             大学（2）2 男子

小峯　力輝           ｺﾐﾈ ﾘｷ                 大学（1）3 男子

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大
性別:

奥村　　敦           ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ               大学（4）1 男子

小野　　健           ｵﾉ ﾀｹﾙ                 大学（4）2 男子

橘　　知毅           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ              大学（4）3 男子

豊田　郁豪           ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺﾞｳ             大学（4）4 男子

岡本　開登           ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ               大学（3）5 男子

影久　　亮           ｶｹﾞﾋｻ ﾘｮｳ              大学（3）6 男子

清水　真人           ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ               大学（3）7 男子

中嶋　康介           ﾅｶｼﾏ ｺｳｽｹ              大学（3）8 男子

西村　祐輝           ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ               大学（3）9 男子

小林　薫平           ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ            大学（2）10 男子

木下　椋登           ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾄ              大学（1）11 男子

50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大    
性別:

山下　明里           ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾘ               大学（4）1 女子

50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大
性別:

飯山　健太           ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ               大学（4）1 男子

佐藤　魁統           ｻﾄｳ ｶｲﾄ                大学（3）2 男子

白田　誠治           ｼﾛﾀ ｾｲｼﾞ               大学（3）3 男子

山本善太郎           ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ             大学（3）4 男子

大畑　　陸           ｵｵﾊﾀ ﾘｸ                大学（1）5 男子

陶器　佑亮           ﾄｳｷ ﾕｳｽｹ               大学（1）6 男子

50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大
性別:

魚住　周平           ｳｵｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ            大学（3）1 男子

廣直　賢勇           ﾋﾛﾅｵ ｹﾝﾕｳ              大学（3）2 男子

恵田　寧人           ｴﾀﾞ ﾈｲﾄ                大学（1）3 男子

瀬下　幸成           ｾｼﾓ ﾕｷﾅﾘ               大学（1）4 男子

西田　和也           ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ              大学（1）5 男子

50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大
性別:

小林　蒼平           ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ             大学（4）1 男子

香川　晃佑           ｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ              大学（3）2 男子

小林　正弥           ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ              大学（2）3 男子
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50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大
性別:

上田　智也           ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ               大学（4）1 男子

高田　　燎           ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ               大学（4）2 男子

古橋　克陵           ﾌﾙﾊｼ ｶﾂﾀｶ              大学（4）3 男子

日髙　優雅           ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｶﾞ              大学（1）4 男子

吉岡　琴乃           ﾖｼｵｶ ｺﾄﾉ               大学（4）5 女子

芳倉実乃梨           ﾖｼｸﾗ ﾐﾉﾘ               大学（4）6 女子

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大
性別:

中村　康二           ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ              大学（4）1 男子

井田　育城           ｲﾀﾞ ﾔｽｷ                大学（3）2 男子

井上奈央也           ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ               大学（3）3 男子

小林　幸央           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ              大学（3）4 男子

森　　一馬           ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ                大学（3）5 男子

大橋　佳祐           ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ              大学（2）6 男子

梶谷　直幹           ｶｼﾞﾀﾆ ﾅｵｷ              大学（2）7 男子

上林　真己           ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ             大学（2）8 男子

杉田　将也           ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾔ               大学（2）9 男子

福田　凌大           ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ              大学（2）10 男子

大迫　知永           ｵｵｻｺ ﾄﾓﾉﾌﾞ             大学（1）11 男子

田中　雄大           ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（1）12 男子

脇山　　遼           ﾜｷﾔﾏ ﾊﾙｶ               大学（3）13 女子

阿比留朋香           ｱﾋﾞﾙ ﾄﾓｶ               大学（2）14 女子

有田　千恵           ｱﾘﾀ ﾁｴ                 大学（2）15 女子

齋藤　未来           ｻｲﾄｳ ﾐｸ                大学（2）16 女子

50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大
性別:

藤政　　魁           ﾌｼﾞﾏｻ ｶｲ               大学（4）1 男子

鈴木　　司           ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ               大学（3）2 男子

益満　　遼           ﾏｽﾐﾂ ﾘｮｳ               大学（3）3 男子

朝山　　亮           ｱｻﾔﾏ ﾘｮｳ               大学（2）4 男子

岡田　　陸           ｵｶﾀﾞ ﾘｸ                大学（2）5 男子

佐竹　郁哉           ｻﾀｹ ｲｸﾔ                大学（2）6 男子

山下　舜也           ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾔ              大学（2）7 男子

山中　　遼           ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳ               大学（2）8 男子

横山　達彦           ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ              大学（2）9 男子

川西　智大           ｶﾜﾆｼ ﾁﾋﾛ               大学（1）10 男子

照本　　慎           ﾃﾙﾓﾄ ﾏｺﾄ               大学（1）11 男子

藤井あかね           ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ               大学（3）12 女子

石津茉友子           ｲｼﾂﾞ ﾏﾕｺ               大学（2）13 女子

今井　彩乃           ｲﾏｲ ｱﾔﾉ                大学（1）14 女子

50043
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪国際大
性別:

今岡　大陸           ｲﾏｵｶ ﾀﾞｲﾁ              大学（1）1 男子

大阪　　拓           ｵｵｻｶ ﾋﾗｸ               大学（1）2 男子

岡本　悠希           ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ               大学（1）3 男子

吉原　瑞己           ﾖｼﾊﾗ ﾐｽﾞｷ              大学（1）4 男子
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50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大    
性別:

豊永　涼平           ﾄﾖﾅｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ            大学（4）1 男子

林　　洋輔           ﾊﾔｼ ﾖｳｽｹ               大学（4）2 男子

小林　　渉           ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ              大学（3）3 男子

安丸　泰生           ﾔｽﾏﾙ ﾀｲｾｲ              大学（2）4 男子

皆川　孝佑           ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ             大学（1）5 男子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大
性別:

西田　　覚           ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ               大学（3）1 男子

大森祐太朗           ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ             大学（2）2 男子

加藤　大輝           ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ               大学（2）3 男子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

藤井　亮佑           ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ             大学（4）1 男子

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

中市　聖人           ﾅｶｲﾁ ﾏｻﾄ               大学（3）3 男子

古賀　　颯           ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ                大学（2）4 男子

田之上将太           ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ              大学（2）5 男子

三宅　　昴           ﾐﾔｹ ﾀｶｼ                大学（1）6 男子

舩越　香帆           ﾌﾅｺｼ ｶﾎ                大学（4）7 女子

尾道　仁美           ｵﾉﾐﾁ ﾋﾄﾐ               大学（3）8 女子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大
性別:

横山　怜音           ﾖｺﾔﾏ ﾚｵ                大学（4）1 男子

白石　亮平           ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ             大学（3）2 男子

長谷川　遼           ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ              大学（3）3 男子

森川　滉介           ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ              大学（3）4 男子

安田　翔平           ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ             大学（3）5 男子

下宮　秀斗           ｼﾓﾐﾔ ｼｭｳﾄ              大学（2）6 男子

住吉　勇樹           ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ               大学（2）7 男子

林　　圭亮           ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ               大学（2）8 男子

平野　一貴           ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ               大学（2）9 男子

51014
氏名: カナ: 学校:No.:

松山大
性別:

青井　真優           ｱｵｲ ﾏﾕ                 大学（4）1 女子

福岡　実姫           ﾌｸｵｶ ﾐｷ                大学（4）2 女子

町田　　涼           ﾏﾁﾀﾞ ｽｽﾞ               大学（2）3 女子

清水　媛香           ｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ               大学（1）4 女子

卷幡ひなた           ﾏｷﾊﾀ ﾋﾅﾀ               大学（1）5 女子

松友　希帆           ﾏﾂﾄﾓ ｷﾎ                大学（1）6 女子
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51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大
性別:

池田　　駿           ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ               大学（3）1 男子

佐々木健太           ｻｻｷ ｹﾝﾀ                大学（3）2 男子

房野　祐大           ﾎﾞｳﾉ ﾕｳﾀ               大学（3）3 男子

実近　康平           ｻﾈﾁｶ ｺｳﾍｲ              大学（2）4 男子

林　　大介           ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ              大学（2）5 男子

本薗　尚悟           ﾓﾄｿﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ            大学（2）6 男子

近藤　潤一           ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ           大学（1）7 男子

宮本　康介           ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ              大学（1）8 男子

51046
氏名: カナ: 学校:No.:

川崎医福大
性別:

有安　真澄           ｱﾘﾔｽ ﾏｽﾐ               大学（3）1 女子

秋山　歩巳           ｱｷﾔﾏ ｱﾕﾐ               大学（2）2 女子

高田　彩花           ﾀｶﾀ ｱﾔｶ                大学（1）3 女子

秀安佑衣菜           ﾋﾃﾞﾔｽ ﾕｲﾅ              大学（1）4 女子

52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大          
性別:

池下　肇一           ｲｹｼﾀ ﾊｼﾞﾒ              大学（2）1 男子

阿部　雄大           ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（1）2 男子

杉野　元希           ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ              大学（1）3 男子

高嶋　海杜           ﾀｶｼﾏ ｶｲﾄ               大学（1）4 男子

藤井　稔晃           ﾌｼﾞｲ ﾄｼｱｷ              大学（1）5 男子

元村　壮汰           ﾓﾄﾑﾗ ｿｳﾀ               大学（1）6 男子

豊福　莉子           ﾄﾖﾌｸ ﾘｺ                大学（1）7 女子

52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大          
性別:

関口　寛教           ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ             大学（4）1 男子

小野　友輔           ｵﾉ ﾕｳｽｹ                大学（3）2 男子

宮崎　郁弥           ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ              大学（3）3 男子

神代　直輝           ｸﾏｼﾛ ﾅｵｷ               大学（1）4 男子

中川　義健           ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ             大学（1）5 男子

52029
氏名: カナ: 学校:No.:

西日本短大      
性別:

石井　　茜           ｲｼｲ ｱｶﾈ                大学（2）1 女子

坂口　綾咲           ｻｶｸﾞﾁ ｱﾔｻ              大学（1）2 女子

佐藤萌々子           ｻﾄｳ ﾓﾓｺ                大学（1）3 女子

苑田　知里           ｿﾉﾀﾞ ﾁｻﾄ               大学（1）4 女子

高橋　実里           ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ               大学（1）5 女子

福島　香織           ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ               大学（1）6 女子
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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（4）1 男子

西田　直史           ﾆｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ              大学（4）2 男子

矢田崎侑也           ﾔﾀｻﾞｷ ﾕｳﾔ              大学（4）3 男子

生田　航介           ｲｸﾀ ｺｳｽｹ               大学（2）4 男子

田中　　陽           ﾀﾅｶ ﾖｳ                 大学（2）5 男子

澤本康太郎           ｻﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ             大学（1）6 男子

藤坂　侑実           ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ               大学（1）7 女子

52055
氏名: カナ: 学校:No.:

九州共立大      
性別:

前田　　昇           ﾏｴﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ              大学（4）1 男子

新田　　良           ﾆｯﾀ ﾘｮｳ                大学（3）2 男子

白井　元気           ｼﾗｲ ｹﾞﾝｷ               大学（2）3 男子

湯村　泰基           ﾕﾑﾗ ﾀｲｷ                大学（2）4 男子

原口　陽気           ﾊﾗｸﾞﾁ ﾊﾙｷ              大学（1）5 男子

石井　　瞳           ｲｼｲ ﾋﾄﾐ                大学（4）6 女子

堂脇　菜幹           ﾄﾞｳﾜｷ ﾅﾐｷ              大学（1）7 女子

原田　美咲           ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻｷ               大学（1）8 女子

53063
氏名: カナ: 学校:No.:

仙台大          
性別:

菊池明友夢           ｷｸﾁ ｱﾄﾑ                大学（4）1 男子

鈴木　康平           ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ              大学（4）2 男子

渡邉　幹也           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾔ              大学（4）3 男子

中田　優大           ﾅｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（3）4 男子

松本　拓也           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ               大学（3）5 男子

稲村　尭生           ｲﾅﾑﾗ ﾖｼｷ               大学（1）6 男子

瓜田龍之介           ｳﾘﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ             大学（1）7 男子

黒田　　遼           ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳ               大学（1）8 男子

二階堂　椋           ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳ             大学（1）9 男子

星　　泰雅           ﾎｼ ﾀｲｶﾞ                大学（1）10 男子

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（3）1 男子

佐藤　匠悟           ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ              大学（3）2 男子

赤坂　武蔵           ｱｶｻｶ ﾑｻｼ               大学（2）3 男子

平内　真聖           ﾋﾗﾅｲ ﾏｻﾄ               大学（2）4 男子

亀森　　賢           ｶﾒﾓﾘ ｹﾝ                大学（1）5 男子

三浦　梅香           ﾐｳﾗ ｳﾒｶ                大学（2）6 女子

工藤　有紗           ｸﾄﾞｳ ｱﾘｻ               大学（1）7 女子

渡邊　　舞           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ               大学（1）8 女子
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53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

小牧　凌也           ｺﾏｷ ﾘｮｳﾔ               大学（4）1 男子

中川　卓眞           ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ              大学（3）2 男子

牧　　海平           ﾏｷ ｶｲﾍｲ                大学（3）3 男子

横井　拓実           ﾖｺｲ ﾀｸﾐ                大学（3）4 男子

池口　純規           ｲｹｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ            大学（2）5 男子

山﨑　　仁           ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ              大学（2）6 男子

邵　　旻蓉           ｼｬｵ ﾐﾝﾖｳ               大学（4）7 女子

河本　野恵           ｶﾜﾓﾄ ﾉｴ                大学（3）8 女子

長濱　梨香           ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｺ               大学（3）9 女子

藤倉　玲奈           ﾌｼﾞｸﾗ ﾚｲﾅ              大学（3）10 女子

落合　彩月           ｵﾁｱｲ ｻﾂｷ               大学（2）11 女子

坂田　里緒           ｻｶﾀ ﾘｵ                 大学（2）12 女子

塘　　安奈           ﾄﾓ ｱﾝﾅ                 大学（2）13 女子

澁谷紗也華           ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ               大学（1）14 女子

53095
氏名: カナ: 学校:No.:

弘前大          
性別:

中村美智子           ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ               大学（3）1 女子

櫻庭　　碧           ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ             大学（2）2 女子
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