
第94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:

菅原　淳生           ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｷ              大学（3）1 男子

米川　　凱           ﾖﾈｶﾜ ｶｲ                大学（3）2 男子

東　　千尋           ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ               大学（2）3 男子

秋元　龍大           ｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾀ              大学（1）4 男子

入内嶋　海           ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｶｲ             大学（1）5 男子

岩佐　拓馬           ｲﾜｻ ﾀｸﾏ                大学（1）6 男子

内出　裕介           ｳﾁﾃﾞ ﾕｳｽｹ              大学（1）7 男子

嵯峨　雅己           ｻｶﾞ ﾏｻｷ                大学（1）8 男子

俵頭　由美           ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕﾐ              大学（4）9 女子

髙橋ありさ           ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ               大学（3）10 女子

柳澤　采実           ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｲﾐ             大学（3）11 女子

清田　朱音           ｷﾖﾀ ｱｶﾈ                大学（2）12 女子

工藤　千遥           ｸﾄﾞｳ ﾁﾊﾙ               大学（2）13 女子

町田　瑞季           ﾏﾁﾀﾞ ﾐｽﾞｷ              大学（2）14 女子

杉本　美波           ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ              大学（1）15 女子

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別:

須藤　大貴           ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ              大学（4）1 男子

福重　浩太           ﾌｸｼｹﾞ ｺｳﾀ              大学（4）2 男子

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

荻野　　剛           ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ               大学（3）4 男子

堀之内飛向           ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋｭｳｶﾞ            大学（3）5 男子

石山　諒一           ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ             大学（2）6 男子

齊藤　能史           ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ              大学（2）7 男子

石田　恭史           ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ              大学（1）8 男子

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大      
性別:

菊池　泰雅           ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ               大学（2）1 男子

佐藤　雄太           ｻﾄｳ ﾕｳﾀ                大学（2）2 男子

長濱　大世           ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｲｾｲ             大学（2）3 男子

小野　翔真           ｵﾉ ｼｮｳﾏ                大学（1）4 男子

窪田　幸太           ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ               大学（1）5 男子

島谷　康弘           ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ              大学（1）6 男子

古屋　純希           ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ              大学（1）7 男子

山本　　魁           ﾔﾏﾓﾄ ｶｲ                大学（1）8 男子

鈴木　萌華           ｽｽﾞｷ ﾓｴｶ               大学（3）9 女子

中野　　愛           ﾅｶﾉ ｱｲ                 大学（3）10 女子

松浦ほなみ           ﾏﾂｳﾗ ﾎﾅﾐ               大学（3）11 女子

池　　愛里           ｲｹ ｱｲﾘ                 大学（2）12 女子

寒河江奈央           ｻｶﾞｴ ﾅｵ                大学（2）13 女子

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（4）1 女子

菅谷　奈帆           ｽｶﾞﾔ ﾅﾎ                大学（1）2 女子

辻内　佳穂           ﾂｼﾞｳﾁ ｶﾎ               大学（1）3 女子

山口　侑希           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ               大学（1）4 女子
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48018
氏名: カナ: 学校:No.:

立正大          
性別:

相澤　直輝           ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵｷ              大学（4）1 男子

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

古本　　怜           ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳ               大学（2）3 男子

江馬　智也           ｴﾏ ﾄﾓﾔ                 大学（1）4 男子

倉田　拓海           ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ                大学（1）5 男子

48024
氏名: カナ: 学校:No.:

東京女子体大    
性別:

髙橋　渚沙           ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ              大学（4）1 女子

平野　杏香           ﾋﾗﾉ ｷｮｳｶ               大学（3）2 女子

青木　杏奈           ｱｵｷ ｱﾝﾅ                大学（2）3 女子

田邊　綺音           ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾈ               大学（2）4 女子

都竹　栞音           ﾂﾂﾞｸ ｶﾉﾝ               大学（1）5 女子

原　　瞳子           ﾊﾗ ﾄｳｺ                 大学（1）6 女子

藤井　日菜           ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ                大学（1）7 女子

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大          
性別:

秋野　広佑           ｱｷﾉ ｺｳｽｹ               大学（4）1 男子

市川将太朗           ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ            大学（4）2 男子

和泉　貴也           ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾔ               大学（3）3 男子

深野麟之介           ﾌｶﾉ ﾘﾝﾉｽｹ              大学（3）4 男子

神谷　啓介           ｶﾐﾔ ｹｲｽｹ               大学（2）5 男子

栗原　　健           ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ               大学（2）6 男子

石井　　了           ｲｼｲ ﾘｮｳ                大学（1）7 男子

興津　亨祐           ｵｷﾂ ｷｮｳｽｹ              大学（1）8 男子

48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別:

梅村　　歩           ｳﾒﾑﾗ ｱﾕﾐ               大学（2）1 男子

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

高松　和希           ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ              大学（2）3 男子

松尾　真理           ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾁ               大学（2）4 男子

村上慎太朗           ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾀﾛｳ             大学（2）5 男子

村山　裕哉           ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ               大学（2）6 男子

香月　則人           ｶﾂｷ ﾉﾘﾋﾄ               大学（1）7 男子

渋谷　晃樹           ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ               大学（1）8 男子

幾原　綾美           ｲｸﾊﾗ ｱﾔﾐ               大学（4）9 女子

高橋　美香           ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ               大学（4）10 女子

塚田　　莉           ﾂｶﾀﾞ ﾚｲ                大学（4）11 女子

太田菜那子           ｵｵﾀ ﾅﾅｺ                大学（2）12 女子

吉村　真子           ﾖｼﾑﾗ ﾏｺ                大学（2）13 女子

野中　美憂           ﾉﾅｶ ﾐﾕｳ                大学（1）14 女子
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48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大          
性別:

今石　尚志           ｲﾏｲｼ ﾅｵﾕｷ              大学（4）1 男子

井上　雄喜           ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ               大学（3）2 男子

緒方　健人           ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾄ               大学（2）3 男子

佐藤　　誠           ｻﾄｳ ﾏｺﾄ                大学（2）4 男子

庄内　健登           ｼｮｳﾅｲ ｹﾝﾄ              大学（2）5 男子

鎌田　斗真           ｶﾏﾀ ﾄｳﾏ                大学（1）6 男子

子吉　敦也           ｺﾖｼ ｱﾂﾔ                大学（1）7 男子

新田見　優           ﾆﾀﾐ ﾕｳ                 大学（1）8 男子

小野寺優実           ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐ               大学（4）9 女子

千島　　晶           ﾁｼﾏ ｱｷﾗ                大学（4）10 女子

巻山　実穂           ﾏｷﾔﾏ ﾐﾎ                大学（4）11 女子

安部　夏帆           ｱﾍﾞ ﾅﾂﾎ                大学（3）12 女子

及川　怜奈           ｵｲｶﾜ ﾚｲﾅ               大学（2）13 女子

48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別:

長谷川慶一郎         ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ           大学（4）1 男子

溝淵光太郎           ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ           大学（4）2 男子

木住野将史           ｷｼﾉ ﾏｻﾌﾐ               大学（3）3 男子

溝上　壽人           ﾐｿﾞｶﾐ ｶｽﾞﾄ             大学（3）4 男子

讃岐　昂汰           ｻﾇｷ ｺｳﾀ                大学（2）5 男子

平井　　陸           ﾋﾗｲ ﾘｸ                 大学（2）6 男子

浅野　貴臣           ｱｻﾉ ﾀｶｵﾐ               大学（1）7 男子

安達　瑛大           ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ               大学（1）8 男子

小林　　澪           ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ               大学（4）9 女子

澤田　晴佳           ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ               大学（4）10 女子

鎌田　美希           ｶﾏﾀﾞ ﾐｷ                大学（3）11 女子

谷内あすか           ﾀﾆｳﾁ ｱｽｶ               大学（3）12 女子

小河原　幸           ｵｶﾞﾜﾗ ﾕｷ               大学（1）13 女子

48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大          
性別:

今林　浩志           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｼ             大学（3）1 男子

蔡　龍之介           ｻｲ ﾘｭｳﾉｽｹ              大学（3）2 男子

齋藤　　樹           ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ               大学（3）3 男子

安藤　涼太           ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ             大学（2）4 男子

加藤　優人           ｶﾄｳ ﾕｳﾄ                大学（1）5 男子

髙橋明日翔           ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ               大学（1）6 男子

中島　　涼           ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ              大学（1）7 男子

本間　尚輝           ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ                大学（1）8 男子

塩澤　樹花           ｼｵｻﾞﾜ ﾐｷｶ              大学（4）9 女子

48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大          
性別:

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

宮村有樹彦           ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ              大学（2）2 男子

石井　優至           ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ               大学（1）3 男子

坂本みずき           ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ              大学（4）4 女子

三栁　泉水           ﾐﾔﾅｷﾞ ｲｽﾞﾐ             大学（3）5 女子

天羽　　礼           ｱﾓｳ ｱﾔ                 大学（1）6 女子
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48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大      
性別:

ｸﾗｳｽ亜怜久守         ｸﾗｳｽ ｱﾚｯｸｽ             大学（4）1 男子

津久井　卓           ﾂｸｲ ﾀｸﾐ                大学（4）2 男子

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

大山　祐輝           ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ               大学（3）4 男子

河上　大輝           ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ              大学（3）5 男子

児島　暢威           ｺｼﾞﾏ ﾄｵｲ               大学（3）6 男子

青木　純平           ｱｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            大学（2）7 男子

立川　晴信           ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ             大学（2）8 男子

森若　裕星           ﾓﾘﾜｶ ﾕｳｾｲ              大学（2）9 男子

熊沢幸多朗           ｸﾏｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ            大学（1）10 男子

長嶋　咲樹           ﾅｶﾞｼﾏ ｻｷ               大学（2）11 女子

横濱　美羽           ﾖｺﾊﾏ ﾐｳ                大学（1）12 女子

48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別:

後藤　　壮           ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ               大学（4）1 男子

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（4）1 男子

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

西林　壮樹           ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ             大学（3）3 男子

西川　浩司           ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ              大学（1）4 男子

48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大        
性別:

萩原　康平           ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ             大学（3）1 男子

赤澤　侑人           ｱｶｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾄ             大学（2）2 男子

鎌田　　礼           ｶﾏﾀﾞ ﾚｲ                大学（2）3 男子

堀内　海仁           ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ               大学（2）4 男子

元谷　優快           ﾓﾄﾔ ﾕｶｲ                大学（2）5 男子

島﨑　　廉           ｼﾏｻｷ ﾚﾝ                大学（1）6 男子

菅田　慎悟           ｽｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ              大学（1）7 男子

田中　涼介           ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ              大学（1）8 男子

佐久間　彩           ｻｸﾏ ｱﾔ                 大学（3）9 女子

棚辺　　南           ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ               大学（3）10 女子

濱中　　雪           ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ                大学（3）11 女子

益子　麗加           ﾏｽｺ ﾚｲｶ                大学（3）12 女子

井尻　　環           ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ               大学（2）13 女子

齋藤　咲恵           ｻｲﾄｳ ｻｴ                大学（2）14 女子
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48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別:

古川慎一郎           ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ            大学（4）1 男子

今井　流星           ｲﾏｲ ﾋｶﾙ                大学（2）2 男子

伊藤　新盛           ｲﾄｳ ｼﾝｾｲ               大学（1）3 男子

髙野　大祐           ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ              大学（1）4 男子

伊藤　愛実           ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ               大学（4）5 女子

川畑　志保           ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ               大学（3）6 女子

神山　瑞季           ｺｳﾔﾏ ﾐｽﾞｷ              大学（3）7 女子

須嵜　仁美           ｽｻｷ ﾋﾄﾐ                大学（3）8 女子

濱口　真子           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ               大学（3）9 女子

常盤　怜以           ﾄｷﾜ ﾚｲ                 大学（2）10 女子

井ノ口茉里           ｲﾉｸﾞﾁ ﾏﾘ               大学（1）11 女子

48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別:

小池　詩音           ｺｲｹ ｼｵﾝ                大学（3）1 女子

48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大          
性別:

馬場　　健           ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹｼ               大学（4）1 男子

前野　慎也           ﾏｴﾉ ｼﾝﾔ                大学（3）2 男子

前田　　匠           ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ               大学（2）3 男子

島末　侑我           ｼﾏｽｴ ﾕｳｶﾞ              大学（1）4 男子

猪俣千夏子           ｲﾉﾏﾀ ﾁｶｺ               大学（4）5 女子

荒岡　成美           ｱﾗｵｶ ﾅﾙﾐ               大学（3）6 女子

金野　莉紗           ｺﾝﾉ ﾘｻ                 大学（1）7 女子

外山　優香           ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ                大学（1）8 女子

48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大        
性別:

谷本　弘幸           ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ              大学（5）1 男子

高橋　瑞葵           ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ              大学（1）2 男子

中本　晃文           ﾅｶﾓﾄ ｱｷﾌﾐ              大学（1）3 男子

肥田廉太郎           ﾋﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ              大学（1）4 男子

仲田　梨紗           ﾅｶﾀﾞ ﾘｻ                大学（2）5 女子

三浦　真菜           ﾐｳﾗ ﾏﾅ                 大学（2）6 女子

田中　希蘭           ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ                大学（1）7 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（4）1 男子

浅香　竜也           ｱｻｶ ﾀﾂﾔ                大学（2）2 男子

吉岡　聖流           ﾖｼｵｶ ｻﾄﾙ               大学（2）3 男子

千葉　陸生           ﾁﾊﾞ ﾘｸｵ                大学（1）4 男子

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大      
性別:

伊藤　奨麻           ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ               大学（1）1 男子

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大          
性別:

今城　拓海           ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ             大学（1）1 男子

上野　凌平           ｳｴﾉ ﾘｮｳﾍｲ              大学（1）2 男子
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49005
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知大          
性別:

水谷　雄貴           ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ              大学（4）1 男子

三輪　亮介           ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ               大学（3）2 男子

宮地　　輝           ﾐﾔﾁ ﾋｶﾙ                大学（2）3 男子

伊藤　玄起           ｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ               大学（1）4 男子

49007
氏名: カナ: 学校:No.:

至学館大        
性別:

梅谷　　陸           ｳﾒﾀﾆ ﾘｸ                大学（4）1 男子

鷹野健太朗           ﾀｶﾉ ｹﾝﾀﾛｳ              大学（4）2 男子

浅生　侑寿           ｱｻｵ ﾕｳｼﾞｭ              大学（2）3 男子

谷岡　剛志           ﾀﾆｵｶ ﾂﾖｼ               大学（2）4 男子

平野　圭佑           ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ               大学（2）5 男子

櫻井　雄斗           ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ               大学（1）6 男子

鈴木　智弘           ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ              大学（1）7 男子

佐々木汐里           ｻｻｷ ｼｵﾘ                大学（4）8 女子

福田　愛弓           ﾌｸﾀ ｱﾕﾐ                大学（4）9 女子

宍戸　菜穂           ｼｼﾄﾞ ﾅﾎ                大学（2）10 女子

及川　美翔           ｵｲｶﾜ ﾐｶ                大学（1）11 女子

菊池　祐以           ｷｸﾁ ﾕｲ                 大学（1）12 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

半田　将也           ﾊﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ               大学（4）1 男子

小鷹　　慎           ｺﾀｶ ｼﾝ                 大学（3）2 男子

竹内　聡汰           ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ               大学（2）3 男子

古川　将史           ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾌﾐ              大学（1）4 男子

松井　彰太           ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ               大学（1）5 男子

水谷　華奈           ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ               大学（3）6 女子

市野　梨名           ｲﾁﾉ ﾘﾅ                 大学（2）7 女子

川元　梨奈           ｶﾜﾓﾄ ﾘﾅ                大学（1）8 女子

49015
氏名: カナ: 学校:No.:

金沢大          
性別:

髙木　翔太           ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ              大学（3）1 男子

川本　莉久           ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ                大学（2）2 男子

蘭　　雄大           ｱﾗﾗｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ            大学（1）3 男子

川本　　天           ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝ                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:

飯泉　里平           ｲｲｽﾞﾐ ﾘﾍｲ              大学（3）1 男子

太田　直人           ｵｵﾀ ﾅｵﾄ                大学（3）2 男子

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

山城昌一朗           ﾔﾏｼﾛ ｼｮｳｲﾁﾛｳ           大学（3）4 男子

桑添　　陸           ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ               大学（2）5 男子

椎野　一樹           ｼｲﾉ ｶｽﾞｷ               大学（2）6 男子

久光　哲也           ﾋｻﾐﾂ ﾃﾂﾔ               大学（2）7 男子

有江　翔吾           ｱﾘｴ ｼｮｳｺﾞ              大学（1）8 男子

伊藤　楓華           ｲﾄｳ ﾌｳｶ                大学（4）9 女子

加藤　花梨           ｶﾄｳ ｶﾘﾝ                大学（3）10 女子

下山恵里奈           ｼﾓﾔﾏ ｴﾘﾅ               大学（3）11 女子

河治菜々子           ｶﾜｼﾞ ﾅﾅｺ               大学（2）12 女子

木立　朱珠           ｷﾀﾞﾁ ｽｽﾞ               大学（2）13 女子

前芝　和佳           ﾏｴｼﾊﾞ ﾜｶ               大学（2）14 女子

盛　　音葉           ﾓﾘ ｵﾄﾊ                 大学（1）15 女子

49035
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜聖徳学大
性別:

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

山内　颯馬           ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾏ               大学（4）2 男子

杉山　太一           ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲﾁ              大学（3）3 男子

蒲田　圭介           ｶﾞﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ             大学（1）4 男子

河内　雄飛           ｺｳﾁ ﾕｳﾋ                大学（1）5 男子

富野　達也           ﾄﾐﾉ ﾀﾂﾔ                大学（1）6 男子

49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大      
性別:

市川　瑛美           ｲﾁｶﾜ ｴﾐ                大学（3）1 女子

三木ひかる           ﾐｷ ﾋｶﾙ                 大学（1）2 女子

50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大
性別:

榊原　侑馬           ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾏ             大学（4）1 男子

佐野　駿平           ｻﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ              大学（4）2 男子

宗光　優希           ﾑﾈﾐﾂ ﾕｳｷ               大学（1）3 男子

難波　亜未           ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ                大学（3）4 女子

吉川　奈穂           ﾖｼｶﾜ ﾅｵ                大学（2）5 女子

谷向　花梨           ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ               大学（1）6 女子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大
性別:

長島　昂平           ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ             大学（2）1 男子

徳永　海偉           ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ               大学（1）2 男子

宗利　侑香           ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ               大学（4）3 女子

50003
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪大
性別:

福山　莞爾           ﾌｸﾔﾏ ｶﾝｼﾞ              大学（4）1 男子
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50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大
性別:

神岡　大己           ｶﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ              大学（4）1 男子

高橋浩太朗           ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ             大学（4）2 男子

中川　啓介           ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ             大学（3）3 男子

小峯　力輝           ｺﾐﾈ ﾘｷ                 大学（2）4 男子

中川　大輔           ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ            大学（1）5 男子

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大
性別:

岡本　開登           ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ               大学（4）1 男子

清水　真人           ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ               大学（4）2 男子

西村　祐輝           ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ               大学（4）3 男子

木下　椋登           ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾄ              大学（2）4 男子

冨田　圭人           ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ                大学（2）5 男子

勝見　駿佑           ｶﾂﾐ ｼｭﾝｽｹ              大学（1）6 男子

仲村　尚大           ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ            大学（1）7 男子

南　　昌志           ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ                大学（1）8 男子

山本　紗希           ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ                大学（4）9 女子

内藤　　好           ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ               大学（2）10 女子

山本　雪乃           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉ               大学（2）11 女子

林　みのり           ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                大学（1）12 女子

50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大    
性別:

岡井谷美咲           ｵｶｲﾀﾆ ﾐｻｷ              大学（1）1 女子

50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大
性別:

古賀　健太           ｺｶﾞ ｹﾝﾀ                大学（4）1 男子

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

白田　誠治           ｼﾛﾀ ｾｲｼﾞ               大学（4）3 男子

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

陶器　佑亮           ﾄｳｷ ﾕｳｽｹ               大学（2）5 男子

山本康司郎           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ            大学（1）6 男子

芳田　拓海           ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ               大学（1）7 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（4）1 男子

高見　維吹           ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ               大学（4）2 男子

門　　隆一           ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ              大学（1）3 男子
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50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大
性別:

香川　晃佑           ｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ              大学（4）1 男子

竹田　浩輔           ﾀｹﾀﾞ ｺｳｽｹ              大学（3）2 男子

和田　大誠           ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ               大学（3）3 男子

アハマド隼人         ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ              大学（2）4 男子

市毛　将翔           ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾄ               大学（2）5 男子

井上　凱智           ｲﾉｳｴ ｶﾞｲﾁ              大学（2）6 男子

西川　　慧           ﾆｼｶﾜ ｹｲ                大学（2）7 男子

馬場　勇輝           ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ               大学（2）8 男子

南谷　明香           ﾐﾅﾐﾀﾆ ｱｽｶ              大学（2）9 女子

奥山　綾子           ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ               大学（1）10 女子

小島　早織           ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ               大学（1）11 女子

50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大
性別:

金森　悠右           ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｽｹ              大学（4）1 男子

豊福　啓太           ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ               大学（1）2 男子

中島　豪隆           ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ            大学（1）3 男子

吉田　凪沙           ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ              大学（4）4 女子

朝田　浩子           ｱｻﾀﾞ ﾋﾛｺ               大学（3）5 女子

川崎　実鈴           ｶﾜｻｷ ﾐｽｽﾞ              大学（3）6 女子

田中　香帆           ﾀﾅｶ ｶﾎ                 大学（2）7 女子

玉置真奈美           ﾀﾏｵｷ ﾏﾅﾐ               大学（2）8 女子

國井　麻未           ｸﾆｲ ｱｻﾐ                大学（1）9 女子

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大
性別:

井田　育城           ｲﾀﾞ ﾔｽｷ                大学（4）1 男子

井上奈央也           ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ               大学（4）2 男子

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

上林　真己           ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ             大学（3）4 男子

福田　凌大           ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ              大学（3）5 男子

大迫　知永           ｵｵｻｺ ﾄﾓﾉﾌﾞ             大学（2）6 男子

篠野　　司           ｻｻﾉ ﾂｶｻ                大学（1）7 男子

山口　凌慧           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ            大学（1）8 男子

脇山　　遼           ﾜｷﾔﾏ ﾊﾙｶ               大学（4）9 女子

齋藤　未来           ｻｲﾄｳ ﾐｸ                大学（3）10 女子

西本恵里加           ﾆｼﾓﾄ ｴﾘｶ               大学（3）11 女子

平田真依子           ﾋﾗﾀ ﾏｲｺ                大学（2）12 女子

谷　　裕果           ﾀﾆ ﾕｳｶ                 大学（1）13 女子
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50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大
性別:

岡田　　陸           ｵｶﾀﾞ ﾘｸ                大学（3）1 男子

佐竹　郁哉           ｻﾀｹ ｲｸﾔ                大学（3）2 男子

山下　舜也           ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾔ              大学（3）3 男子

横山　達彦           ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂﾋｺ              大学（3）4 男子

川西　智大           ｶﾜﾆｼ ﾁﾋﾛ               大学（2）5 男子

照本　　慎           ﾃﾙﾓﾄ ﾏｺﾄ               大学（2）6 男子

渡辺　大将           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ            大学（2）7 男子

深原　大誠           ﾌｶﾊﾗ ﾀｲｾｲ              大学（1）8 男子

藤井あかね           ﾌｼﾞｲ ｱｶﾈ               大学（4）9 女子

石津茉友子           ｲｼﾂﾞ ﾏﾕｺ               大学（3）10 女子

今井　彩乃           ｲﾏｲ ｱﾔﾉ                大学（2）11 女子

新井　智捺           ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ                大学（1）12 女子

50043
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪国際大
性別:

宮嵜　真志           ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ              大学（2）1 男子

山下　裕央           ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｵ               大学（1）2 男子

中嶋　眞子           ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺ               大学（4）3 女子

50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大    
性別:

小林　　渉           ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ              大学（4）1 男子

寺田　菜帆           ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾎ                大学（4）2 女子

51001
氏名: カナ: 学校:No.:

広島修道大
性別:

植木　貴大           ｳｴｷ ﾀｶﾋﾛ               大学（2）1 男子

段上　真慶           ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾖｼ           大学（2）2 男子

中野　太一           ﾅｶﾉ ﾀｲﾁ                大学（2）3 男子

森近　亮介           ﾓﾘﾁｶ ﾘｮｳｽｹ             大学（2）4 男子

佐多　　忠           ｻﾀ ﾀﾀﾞｼ                大学（1）5 男子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大
性別:

車谷　勇奈           ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ              大学（3）1 女子

森口　静香           ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ             大学（2）2 女子

岡藤　智秋           ｵｶﾌｼﾞ ﾁｱｷ              大学（1）3 女子

奧井　友梨           ｵｸｲ ﾕﾘ                 大学（1）4 女子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大
性別:

加藤　大輝           ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ               大学（3）1 男子

遠藤　尚志           ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ            大学（2）2 男子

平田　隆一           ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ              大学（2）3 男子

村田　健汰           ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀ                大学（2）4 男子

松本　　海           ﾏﾂﾓﾄ ｶｲ                大学（1）5 男子
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51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

小杉　裕康           ｺｽｷﾞ ﾋﾛﾔｽ              大学（4）1 男子

古賀　　颯           ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ                大学（3）2 男子

田之上将太           ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ              大学（3）3 男子

畠中　優介           ﾊﾀｹﾅｶ ﾕｳｽｹ             大学（3）4 男子

三宅　　昴           ﾐﾔｹ ﾀｶｼ                大学（2）5 男子

掛水健太郎           ｶｹﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ            大学（1）6 男子

川原　大雅           ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ              大学（1）7 男子

柳　　知希           ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｷ               大学（1）8 男子

尾道　仁美           ｵﾉﾐﾁ ﾋﾄﾐ               大学（4）9 女子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大
性別:

長谷川　遼           ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ              大学（4）1 男子

星野　雄亮           ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ               大学（4）2 男子

住吉　勇樹           ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ               大学（3）3 男子

林　　圭亮           ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ               大学（3）4 男子

井尻　大晴           ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ              大学（1）5 男子

金﨑　遥香           ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ              大学（3）6 女子

長尾　海香           ﾅｶﾞｵ ﾐｶ                大学（2）7 女子

山口　夏穂           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ              大学（1）8 女子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大
性別:

末田　充生           ｽｴﾀ ﾐﾂｵ                大学（4）1 男子

高橋　　穣           ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ              大学（3）2 男子

林　　大介           ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ              大学（3）3 男子

加瀬　海斗           ｶｾ ｶｲﾄ                 大学（2）4 男子

近藤　潤一           ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ           大学（2）5 男子

宮本　康介           ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ              大学（2）6 男子

鈴木　晴仁           ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ              大学（1）7 男子

岡村　侑香           ｵｶﾑﾗ ﾕｳｶ               大学（4）8 女子

大﨑　優香           ｵｵｻｷ ﾕｳｶ               大学（2）9 女子

緒方美沙希           ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ               大学（1）10 女子

姫嶋　真依           ﾋﾒｼﾏ ﾏｲ                大学（1）11 女子

51046
氏名: カナ: 学校:No.:

川崎医福大
性別:

秋山　歩巳           ｱｷﾔﾏ ｱﾕﾐ               大学（3）1 女子

高田　彩花           ﾀｶﾀ ｱﾔｶ                大学（2）2 女子

藤原　華乃           ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉ               大学（1）3 女子

52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大          
性別:

増田　成将           ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾏｻ              大学（3）1 男子

濱野　綾人           ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ                大学（1）2 男子

村尾　駿浩           ﾑﾗｵ ﾄｼﾋﾛ               大学（1）3 男子

豊福　莉子           ﾄﾖﾌｸ ﾘｺ                大学（2）4 女子
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52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大          
性別:

小田　尚也           ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ                大学（4）1 男子

岩原　将吾           ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ             大学（3）2 男子

野元　渚生           ﾉﾓﾄ ｼｮｳ                大学（3）3 男子

小西　夏樹           ｺﾆｼ ﾅﾂｷ                大学（2）4 男子

中川　義健           ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ             大学（2）5 男子

石井　悠真           ｲｼｲ ﾕｳﾏ                大学（1）6 男子

牛島　　陸           ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ               大学（1）7 男子

52025
氏名: カナ: 学校:No.:

別府溝部短大    
性別:

芦刈江里奈           ｱｼｶﾘ ｴﾘﾅ               大学（2）1 女子

木下美菜子           ｷﾉｼﾀ ﾐﾅｺ               大学（2）2 女子

野口紗也加           ﾉｸﾞﾁ ｻﾔｶ               大学（2）3 女子

池﨑　美弥           ｲｹｻﾞｷ ﾐﾔ               大学（1）4 女子

52055
氏名: カナ: 学校:No.:

九州共立大      
性別:

大庭　勇希           ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ               大学（4）1 男子

西留　駿平           ﾆｼﾄﾞﾒ ｼｭﾝﾍﾟｲ           大学（3）2 男子

原口　陽気           ﾊﾗｸﾞﾁ ﾊﾙｷ              大学（2）3 男子

長尾　郁哉           ﾅｶﾞｵ ﾌﾐﾔ               大学（1）4 男子

森　　力起           ﾓﾘ ﾘｷ                  大学（1）5 男子

森田　幸佑           ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ               大学（1）6 男子

堂脇　菜幹           ﾄﾞｳﾜｷ ﾅﾐｷ              大学（2）7 女子

原田　美咲           ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻｷ               大学（2）8 女子

田中　沙侑           ﾀﾅｶ ｻﾕ                 大学（1）9 女子

53065
氏名: カナ: 学校:No.:

東北学院大      
性別:

佐藤　匠悟           ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ              大学（4）1 男子

平内　真聖           ﾋﾗﾅｲ ﾏｻﾄ               大学（3）2 男子

昆野　駿哉           ｺﾝﾉ ｼｭﾝｽｹ              大学（1）3 男子

高橋　　凌           ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ               大学（1）4 男子

渡邊　　舞           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ               大学（2）5 女子

岩谷　咲来           ｲﾜﾔ ｻｸﾗ                大学（1）6 女子

53066
氏名: カナ: 学校:No.:

東北大          
性別:

中村　　丞           ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ              大学（4）1 男子

杉山　成実           ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾙﾐ              大学（3）2 男子

浅野　航佑           ｱｻﾉ ｺｳｽｹ               大学（2）3 男子

永作　太一           ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ              大学（2）4 男子

木幡　活彦           ｺﾊﾀ ｶﾂﾋｺ               大学（1）5 男子

星野祐一郎           ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ             大学（1）6 男子

水野　泰平           ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ              大学（1）7 男子

宮岸　太一           ﾐﾔｷﾞｼ ﾀｲﾁ              大学（1）8 男子
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53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

中川　卓眞           ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ              大学（4）1 男子

山﨑　　仁           ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ              大学（3）2 男子

須田　大輝           ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ               大学（1）3 男子

落合　彩月           ｵﾁｱｲ ｻﾂｷ               大学（3）4 女子

坂田　里緒           ｻｶﾀ ﾘｵ                 大学（3）5 女子

塘　　安奈           ﾄﾓ ｱﾝﾅ                 大学（3）6 女子

澁谷紗也華           ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ               大学（2）7 女子

小西　陽奈           ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ                大学（1）8 女子

53093
氏名: カナ: 学校:No.:

東北福祉大      
性別:

上原　　蓮           ｳｴﾊﾗ ﾚﾝ                大学（3）1 男子

遠藤　大翔           ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ              大学（2）2 男子

中村　勇斗           ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ               大学（2）3 男子

大和田稜太           ｵｵﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ             大学（1）4 男子

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（4）1 女子

櫻庭　　碧           ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ             大学（3）2 女子

13/13 ページ2018年8月9日 11:54:38


