
第66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:

守屋　健太            ﾓﾘﾔ ｹﾝﾀ                 大学（2）1 男子

高林耕之朗            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾛｳ            大学（2）2 男子

岡林　晃央            ｵｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋｻ             大学（1）3 男子

48010
氏名: カナ: 学校:No.:

電気通信大
性別:

大場　直洋            ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾋﾛ               大学（3）1 男子

田中　　暁            ﾀﾅｶ ｱｶﾂｷ                大学（1）2 男子

48019
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜国立大
性別:

中野　耀斗            ﾅｶﾉ ｱｷﾄ                 大学（1）1 男子

春名光太郎            ﾊﾙﾅ ｺｳﾀﾛｳ               大学（1）2 男子

本間　彩佳            ﾎﾝﾏ ｱﾔｶ                 大学（2）3 女子

木山のどか            ｷﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ                大学（1）4 女子

中川　智美            ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ               大学（1）5 女子

加治屋千夏            ｶｼﾞﾔ ﾁﾅﾂ                大学（1）6 女子

48021
氏名: カナ: 学校:No.:

埼玉大
性別:

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

西原　大輝            ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ                大学（3）2 男子

後藤　丈士            ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ                大学（1）3 男子

田所　柊吾            ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｭｳｺﾞ             大学（1）4 男子

堀　　美結            ﾎﾘ ﾐﾕｳ                  大学（1）5 女子

48022
氏名: カナ: 学校:No.:

首都大
性別:

三上　　航            ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ                 大学（3）1 男子

阿部　宗大            ｱﾍﾞ ﾑﾈﾋﾛ                大学（3）2 男子

宮本　翔平            ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ              大学（2）3 男子

小野　佳人            ｵﾉ ｹｲﾄ                  大学（1）4 男子

48028
氏名: カナ: 学校:No.:

東京農工大
性別:

堀口　勇貴            ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｷ               大学（3）1 男子

野村　風人            ﾉﾑﾗ ｶｻﾞﾄ                大学（3）2 男子

齊藤　隆文            ｻｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ               大学（3）3 男子

霜山　太一            ｼﾓﾔﾏ ﾀｲﾁ                大学（2）4 男子

蓮池　駿斗            ﾊｽｲｹ ﾊﾔﾄ                大学（3）5 男子

大河　澪耶            ｵｵｶﾜ ﾚｲﾔ                大学（3）6 男子

葛西　豪太            ｶｻｲ ｺﾞｳﾀ                大学（3）7 男子

阿出川　彪            ｱﾃﾞｶﾞﾜ ﾋｮｳ              大学（2）8 男子

48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大
性別:

込山　　瞳            ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ                大学（1）1 女子

48042
氏名: カナ: 学校:No.:

東京海洋大
性別:

東富　隆馬            ﾄｳﾄﾐ ﾘｭｳﾏ               大学（2）1 男子

石橋　悟大            ｲｼﾊﾞｼ ｺﾞﾀﾞｲ             大学（2）2 男子
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48058
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉大
性別:

後藤　怜士            ｺﾞﾄｳ ﾚｲｼﾞ               大学（4）1 男子

藤川健太朗            ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ             大学（3）2 男子

青井　日向            ｱｵｲ ﾋｭｳｶﾞ               大学（3）3 男子

大塚　弘也            ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾔ                大学（2）4 男子

江口穣太郎            ｴｸﾞﾁ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ            大学（2）5 男子

奈良部　稜            ﾅﾗﾍﾞ ﾘｮｳ                大学（1）6 男子

大江　智陽            ｵｵｴ ﾄﾓﾊﾙ                大学（1）7 男子

川鍋　郁弥            ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ               大学（1）8 男子

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大
性別:

山崎　　輝            ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ               大学（2）1 男子

48081
氏名: カナ: 学校:No.:

群馬大
性別:

栗川　智章            ｸﾘｶﾜ ﾄﾓｱｷ               大学（2）1 男子

古川　竣介            ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝｽｹ              大学（2）2 男子

小川　耕世            ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ               大学（2）3 男子

小引　康輔            ｺﾋﾞｷ ｺｳｽｹ               大学（1）4 男子

松浦　祐奈            ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾅ                大学（1）5 女子

48096
氏名: カナ: 学校:No.:

宇都宮大
性別:

中谷　祐哉            ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾔ                大学（3）1 男子

49009
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋大
性別:

栩野安友花            ﾄﾁﾉ ｱﾕｶ                 大学（3）1 女子

49010
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大
性別:

菅　　隆次            ｶﾝ ﾘｭｳｼﾞ                大学（4）1 男子

伊藤　博晃            ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ                大学（2）2 男子

49011
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡大
性別:

月見里祥真            ﾂｷﾐｻﾄ ｼｮｳﾏ              大学（1）1 男子

49013
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋市立大
性別:

関　　紗那            ｾｷ ｽｽﾞﾅ                 大学（4）1 女子

皆川　有紀            ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｷ                大学（4）2 女子

鈴木　文音            ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ                大学（4）3 女子

兼子ひとみ            ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ                 大学（4）4 女子

納谷　京花            ﾅﾔ ｷｮｳｶ                 大学（3）5 女子

髙田　　遼            ﾀｶﾀ ﾊﾙｶ                 大学（3）6 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大
性別:

古川　将史            ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾌﾐ               大学（2）1 男子

鈴木英利佳            ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ                大学（2）2 女子
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49017
氏名: カナ: 学校:No.:

富山大
性別:

後藤　大河            ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ               大学（4）1 男子

奥村　凜祐            ｵｸﾑﾗ ﾘﾝｽｹ               大学（1）2 男子

49024
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋工業大
性別:

神谷　岳児            ｶﾐﾔ ﾀｹﾙ                 大学（4）1 男子

荒居　隼冬            ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ                 大学（1）2 男子

49028
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟大
性別:

水上　大河            ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｲｶﾞ              大学（2）1 男子

荒井　　滉            ｱﾗｲ ｺｳ                  大学（1）2 男子

50016
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山大
性別:

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

植田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                大学（3）2 男子

50025
氏名: カナ: 学校:No.:

京都大
性別:

清水　律希            ｼﾐｽﾞ ﾘﾂｷ                大学（4）1 男子

平林　隆誠            ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ            大学（4）2 男子

西嶋　　潤            ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ              大学（4）3 男子

孫　　健宇            ｿﾝ ｹﾝﾕ                  大学（4）4 男子

泉　愼之助            ｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ              大学（2）5 男子

馬場　英寿            ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ              大学（1）6 男子

嶋田　樹香            ｼﾏﾀﾞ ｺﾉｶ                大学（1）7 女子

50026
氏名: カナ: 学校:No.:

京都教育大
性別:

ヒギンズ紗武          ﾋｷﾞﾝｽﾞ ｻﾑ               大学（2）1 男子

50027
氏名: カナ: 学校:No.:

奈良教育大
性別:

山野遼汰郎            ﾔﾏﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ              大学（4）1 男子

吉本　圭汰            ﾖｼﾓﾄ ｹｲﾀ                大学（2）2 男子

須崎　謙吾            ｽｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ               大学（2）3 男子

50028
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀大
性別:

長岡　正大            ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳﾀ              大学（4）1 男子

50029
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪府立大
性別:

熊本　穂貴            ｸﾏﾓﾄ ﾎﾀｶ                大学（4）1 男子

辻　　雄貴            ﾂｼﾞ ﾕｳｷ                 大学（3）2 男子

鬼束　将弘            ｵﾆﾂｶ ﾏｻﾋﾛ               大学（3）3 男子

宮本凌太朗            ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ             大学（2）4 男子

50038
氏名: カナ: 学校:No.:

奈良県立医大
性別:

三木　秀晃            ﾐｷ ﾋﾃﾞｱｷ                大学（6）1 男子
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50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市立高専
性別:

土田　和希            ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ               大学（2）1 男子

卜部　佑介            ｳﾗﾍﾞ ﾕｳｽｹ               大学（2）2 男子

谷　　悠希            ﾀﾆ ﾕｳｷ                  大学（1）3 男子

50094
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県立大
性別:

田中　仁美            ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ                 大学（1）1 女子

50111
氏名: カナ: 学校:No.:

京都府立医大
性別:

村岡　　笑            ﾑﾗｵｶ ｴﾐ                 大学（3）1 女子

反橋　美香            ｿﾘﾊｼ ﾐｶ                 大学（2）2 女子

樋野　里香            ﾋﾉ ﾘｶ                   大学（2）3 女子

50117
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀医科大
性別:

古田　　諒            ﾌﾙﾀ ｻﾄｼ                 大学（6）1 男子

高内　拓海            ﾀｶｳﾁ ﾀｸﾐ                大学（6）2 男子

山口　稜人            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾄ               大学（5）3 男子

大辻　純平            ｵｵﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ           大学（5）4 男子

足立　壮伸            ｱﾀﾞﾁ ﾓﾘﾉﾌﾞ              大学（2）5 男子

美作　健太            ﾐｻｸ ｹﾝﾀ                 大学（1）6 男子

中島　里佳            ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｶ               大学（4）7 女子

村地みなみ            ﾑﾗﾁ ﾐﾅﾐ                 大学（3）8 女子

前川有希穂            ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｷﾎ               大学（3）9 女子

上田　実奈            ｳｴﾀﾞ ﾐﾅ                 大学（2）10 女子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大
性別:

岩根　　響            ｲﾜﾈ ﾋﾋﾞｷ                大学（3）1 男子

笹子　　叶            ｻｻｺﾞ ｶﾅｴ                大学（4）2 女子

小川　萌子            ｵｶﾞﾜ ﾓｴｺ                大学（3）3 女子

古賀　桃乃            ｺｶﾞ ﾓﾓﾉ                 大学（3）4 女子

51013
氏名: カナ: 学校:No.:

鳥取大
性別:

猪山　裕之            ｲﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ                大学（1）1 男子

51017
氏名: カナ: 学校:No.:

海上保安大
性別:

西野　和季            ﾆｼﾉ ｶｽﾞｷ                大学（4）1 男子

瀬戸口凛音            ｾﾄｸﾞﾁ ﾘｵﾝ               大学（2）2 男子

51073
氏名: カナ: 学校:No.:

高知工科大
性別:

西村　　駿            ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝ                大学（4）1 男子

中原　雄太            ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ                大学（3）2 男子

大河内優太            ｵｵｺｳﾁ ﾕｳﾀ               大学（3）3 男子
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52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大
性別:

牛島　　楓            ｳｼｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ              大学（3）1 女子

田中　唯月            ﾀﾅｶ ｲﾂｷ                 大学（2）2 女子

田村　結花            ﾀﾑﾗ ﾕｲｶ                 大学（1）3 女子

52007
氏名: カナ: 学校:No.:

長崎大
性別:

朝日　　奏            ｱｻﾋ ｶﾅﾃﾞ                大学（2）1 男子

御手洗　仁            ﾐﾀﾗｲ ﾋﾄｼ                大学（2）2 男子

52009
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本大
性別:

小栁　貴史            ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ               大学（3）1 男子

浅田　遼也            ｱｻﾀﾞ ﾘｮｳﾔ               大学（2）2 男子

泉　　雄介            ｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ               大学（2）3 男子

山下玲於奈            ﾔﾏｼﾀ ﾚｵﾅ                大学（2）4 男子

河田　陸大            ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ                 大学（2）5 男子

下村　　潤            ｼﾓﾑﾗ ｼﾞｭﾝ               大学（1）6 男子

喜田　周作            ｷﾀ ｼｭｳｻｸ                大学（1）7 男子

中西　英寿            ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞﾄｼ              大学（1）8 男子

52014
氏名: カナ: 学校:No.:

佐賀大
性別:

上川　和華            ｶﾐｶﾜ ﾜｶ                 大学（3）1 女子

52019
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿児島大
性別:

土井　康輔            ﾄﾞｲ ｺｳｽｹ                大学（4）1 男子

米田　一貴            ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞｷ               大学（2）2 男子

52020
氏名: カナ: 学校:No.:

宮崎大
性別:

今井　　杜            ｲﾏｲ ﾓﾘ                  大学（3）1 男子

木村　航也            ｷﾑﾗ ｺｳﾔ                 大学（2）2 男子

内山　大和            ｳﾁﾔﾏ ﾔﾏﾄ                大学（2）3 男子

生森　悠太            ｲｷﾓﾘ ﾕｳﾀ                大学（1）4 男子

52075
氏名: カナ: 学校:No.:

北九州市立大
性別:

西山満知子            ﾆｼﾔﾏ ﾏﾁｺ                大学（1）1 女子

53070
氏名: カナ: 学校:No.:

山形大
性別:

板垣　拓夢            ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛﾑ               大学（2）1 男子

會田　脩斗            ｱｲﾀ ｼｭｳﾄ                大学（1）2 男子

神谷　歩里            ｶﾐﾔ ｱﾕﾘ                 大学（4）3 女子

青柳　　萌            ｱｵﾔｷﾞ ﾓｴ                大学（2）4 女子

53083
氏名: カナ: 学校:No.:

秋田大
性別:

三島　優輝            ﾐｼﾏ ﾕｳｷ                 大学（2）1 男子

加藤　礼奈            ｶﾄｳ ﾚｲﾅ                 大学（3）2 女子
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53095
氏名: カナ: 学校:No.:

弘前大
性別:

藤原　宏祐            ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ              大学（3）1 男子

新井田大輝            ﾆｲﾀﾞ ﾀｲｷ                大学（3）2 男子
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