
第95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:

髙橋ありさ            ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ                大学（4）1 女子

浅野　理子            ｱｻﾉ ﾘｺ                  大学（3）2 女子

町田　瑞季            ﾏﾁﾀﾞ ﾐｽﾞｷ               大学（3）3 女子

杉本　美波            ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ               大学（2）4 女子

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別:

小島　稔生            ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ                大学（4）1 男子

堀之内飛向            ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋｭｳｶﾞ             大学（4）2 男子

神賀　　聖            ｶﾐｶﾞ ｼｮｳ                大学（3）3 男子

齊藤　能史            ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ               大学（3）4 男子

高橋　　輝            ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ                大学（3）5 男子

伊藤　悠杏            ｲﾄｳ ﾕｱﾝ                 大学（1）6 男子

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大      
性別:

小野　翔真            ｵﾉ ｼｮｳﾏ                 大学（2）1 男子

島谷　康弘            ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ               大学（2）2 男子

中西芳明ｱﾚｯｸｽ         ﾅｶﾆｼﾖｼｱｷ ｱﾚｯｸｽ          大学（2）3 男子

古屋　純希            ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ               大学（2）4 男子

山本　　魁            ﾔﾏﾓﾄ ｶｲ                 大学（2）5 男子

北﨑　　慎            ｷﾀｻﾞｷ ｼﾝ                大学（1）6 男子

高野　竜也            ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ                大学（1）7 男子

和田　大梧            ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               大学（1）8 男子

池　　愛里            ｲｹ ｱｲﾘ                  大学（3）9 女子

塩入　涼葉            ｼｵｲﾘ ｽｽﾞﾊ               大学（2）10 女子

横山　　雅            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ               大学（2）11 女子

岩見きらり            ｲﾜﾐ ｷﾗﾘ                 大学（1）12 女子

48011
氏名: カナ: 学校:No.:

日女体大        
性別:

斉藤　未歩            ｻｲﾄｳ ﾐﾎ                 大学（4）1 女子

諸岡　茉音            ﾓﾛｵｶ ﾏｵ                 大学（3）2 女子

上野　舞夕            ｳｴﾉ ﾏﾕ                  大学（2）3 女子

海野明日香            ｳﾝﾉ ｱｽｶ                 大学（2）4 女子

菅谷　奈帆            ｽｶﾞﾔ ﾅﾎ                 大学（2）5 女子

齋藤　一葉            ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ               大学（1）6 女子

48013
氏名: カナ: 学校:No.:

上智大          
性別:

落合　紹匡            ｵﾁｱｲ ﾂｸﾞﾏｻ              大学（3）1 男子

山本　雄大            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（3）2 男子

田中　康太            ﾀﾅｶ ｺｳﾀ                 大学（2）3 男子

成澤　航平            ﾅﾘｻﾜ ｺｳﾍｲ               大学（2）4 男子

48018
氏名: カナ: 学校:No.:

立正大          
性別:

杉山　　怜            ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲ                大学（1）1 男子
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48021
氏名: カナ: 学校:No.:

埼玉大          
性別:

内田　健登            ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ                大学（3）1 男子

金坂　和真            ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ               大学（3）2 男子

高橋　速斗            ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ                大学（3）3 男子

西原　大輝            ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ                大学（3）4 男子

金田倫太朗            ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              大学（2）5 男子

48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別:

村川　雄仁            ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ               大学（4）1 男子

今西　慶太            ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ                大学（1）2 男子

48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別:

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

齋藤　誠士            ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ               大学（2）2 男子

渋谷　晃樹            ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ                大学（2）3 男子

髙木　研人            ﾀｶｷ ｹﾝﾄ                 大学（2）4 男子

戸塚秀一郎            ﾄﾂｶ ｼｭｳｲﾁﾛｳ             大学（2）5 男子

永留　将太            ﾅｶﾞﾄﾒ ｼｮｳﾀ              大学（2）6 男子

澤野　宗行            ｻﾜﾉ ﾑﾈﾕｷ                大学（1）7 男子

松原士勇諒            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｲﾏ               大学（1）8 男子

岩見　紫音            ｲﾜﾐ ｼｵﾝ                 大学（3）9 女子

太田菜那子            ｵｵﾀ ﾅﾅｺ                 大学（3）10 女子

吉村　真子            ﾖｼﾑﾗ ﾏｺ                 大学（3）11 女子

一戸　亜美            ｲﾁﾉﾍ ﾂｸﾞﾐ               大学（1）12 女子

鹿角　美羽            ｶﾂﾞﾉ ﾐｳ                 大学（1）13 女子

福田　　葵            ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ                大学（1）14 女子

吉川　美輝            ﾖｼｶﾜ ﾐｷ                 大学（1）15 女子

48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大          
性別:

福田　滉大            ﾌｸﾀ ｺｳﾀ                 大学（4）1 男子

佐藤　　誠            ｻﾄｳ ﾏｺﾄ                 大学（3）2 男子

鎌田　斗真            ｶﾏﾀ ﾄｳﾏ                 大学（2）3 男子

新田見　優            ﾆﾀﾐ ﾕｳ                  大学（2）4 男子

伊東　大稀            ｲﾄｳ ﾀｲｷ                 大学（1）5 男子

小部　千春            ｵﾍﾞ ﾁﾊﾙ                 大学（1）6 男子

川井　　優            ｶﾜｲ ﾕｳ                  大学（1）7 男子

古川　智貴            ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ                大学（1）8 男子

武岡　瀬奈            ﾀｹｵｶ ｾﾅ                 大学（3）9 女子
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48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別:

木住野将史            ｷｼﾉ ﾏｻﾌﾐ                大学（4）1 男子

久保田直輝            ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ                大学（4）2 男子

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

青木　宏祐            ｱｵｷ ｺｳｽｹ                大学（3）4 男子

浅野　貴臣            ｱｻﾉ ﾀｶｵﾐ                大学（2）5 男子

大森　陽輝            ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｷ                大学（1）6 男子

鎌田　美希            ｶﾏﾀﾞ ﾐｷ                 大学（4）7 女子

谷内あすか            ﾀﾆｳﾁ ｱｽｶ                大学（4）8 女子

川原　舞夏            ｶﾜﾊﾗ ﾏｲｶ                大学（1）9 女子

千田ひなた            ﾁﾀﾞ ﾋﾅﾀ                 大学（1）10 女子

矢沢　美嶺            ﾔｻﾞﾜ ﾐﾚ                 大学（1）11 女子

48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大          
性別:

齋藤　　樹            ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ                大学（4）1 男子

安藤　涼太            ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ              大学（3）2 男子

加藤　優人            ｶﾄｳ ﾕｳﾄ                 大学（2）3 男子

髙橋明日翔            ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ                大学（2）4 男子

市川　晟寛            ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ               大学（1）5 男子

大貫　　勇            ｵｵﾇｷ ｲｻﾑ                大学（1）6 男子

岡島　大志            ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ               大学（1）7 男子

前野　志門            ﾏｴﾉ ｼﾓﾝ                 大学（1）8 男子

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（4）1 男子

石井　優至            ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ                大学（2）2 男子

小島健太郎            ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ              大学（1）3 男子

中島　康耀            ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ              大学（1）4 男子

野副　　隼            ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ                大学（1）5 男子

髙橋　花帆            ﾀｶﾊｼ ｶﾎ                 大学（4）6 女子

三栁　泉水            ﾐﾔﾅｷﾞ ｲｽﾞﾐ              大学（4）7 女子

天羽　　礼            ｱﾓｳ ｱﾔ                  大学（2）8 女子

梶田　初帆            ｶｼﾞﾀ ﾊﾂﾎ                大学（2）9 女子

岡部歩乃佳            ｵｶﾍﾞ ﾎﾉｶ                大学（1）10 女子

48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大      
性別:

立川　晴信            ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ              大学（3）1 男子

金田　将浩            ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ               大学（1）2 男子

菊本　　岳            ｷｸﾓﾄ ｶﾞｸ                大学（1）3 男子

巴　　鳳孝            ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ                大学（1）4 男子

西口　大河            ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ              大学（1）5 男子

保科　洸貴            ﾎｼﾅ ｺｳｷ                 大学（1）6 男子

松澤　弘大            ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ             大学（1）7 男子

森　爽太朗            ﾓﾘ ｿｳﾀﾛｳ                大学（1）8 男子

横濱　美羽            ﾖｺﾊﾏ ﾐｳ                 大学（2）9 女子

宮坂　　咲            ﾐﾔｻｶ ｻｷ                 大学（1）10 女子
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48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別:

横溝　夏実            ﾖｺﾐｿﾞ ﾅﾂﾐ               大学（4）1 女子

48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大        
性別:

菅田　慎悟            ｽｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ               大学（2）1 男子

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別:

大﨑威久馬            ｵｵｻｷ ｲｸﾏ                大学（2）1 男子

髙野　大祐            ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ               大学（2）2 男子

浅野　　健            ｱｻﾉ ｹﾝ                  大学（1）3 男子

今野　太介            ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ                大学（1）4 男子

峯野　友輔            ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ                大学（1）5 男子

神山　瑞季            ｺｳﾔﾏ ﾐｽﾞｷ               大学（4）6 女子

須嵜　仁美            ｽｻｷ ﾋﾄﾐ                 大学（4）7 女子

常盤　怜以            ﾄｷﾜ ﾚｲ                  大学（3）8 女子

井ノ口茉里            ｲﾉｸﾞﾁ ﾏﾘ                大学（2）9 女子

中道　穂香            ﾅｶﾐﾁ ﾎﾉｶ                大学（1）10 女子

48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別:

木山　拓海            ｷﾔﾏ ﾀｸﾐ                 大学（4）1 男子

髙栁　祐太            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ              大学（4）2 男子

中村　陽太            ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ                大学（4）3 男子

近江ウイリアム        ｵｳﾐ ｳｲﾘｱﾑ               大学（3）4 男子

長嶋　透夢            ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾑ                大学（1）5 男子

福澤　真平            ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ             大学（1）6 男子

宮本　竜成            ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ              大学（1）7 男子

山元　悠叶            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ                大学（1）8 男子

小池　詩音            ｺｲｹ ｼｵﾝ                 大学（4）9 女子

金子ひなた            ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ                 大学（3）10 女子

小林　　麗            ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ               大学（3）11 女子

大河内ひなた          ｵｵｺｳﾁ ﾋﾅﾀ               大学（2）12 女子

山﨑　千楠            ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ               大学（1）13 女子

48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大          
性別:

石川　雄大            ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（4）1 男子

今村　友也            ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾔ                大学（4）2 男子

塩谷　　翼            ｴﾝﾔ ﾂﾊﾞｻ                大学（4）3 男子

前野　慎也            ﾏｴﾉ ｼﾝﾔ                 大学（4）4 男子

山本　　卓            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ                 大学（4）5 男子

松田　卓己            ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ                大学（3）6 男子

宮本　光琉            ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                大学（3）7 男子

島末　侑我            ｼﾏｽｴ ﾕｳｶﾞ               大学（2）8 男子

荒岡　成美            ｱﾗｵｶ ﾅﾙﾐ                大学（4）9 女子

細山　夢果            ﾎｿﾔﾏ ﾕﾒｶ                大学（3）10 女子

太田　憂美            ｵｵﾀ ｳﾐ                  大学（2）11 女子

桜井　莉伽            ｻｸﾗｲ ﾘｶ                 大学（1）12 女子
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48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大        
性別:

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

中本　晃文            ﾅｶﾓﾄ ｱｷﾌﾐ               大学（2）2 男子

伊藤　海成            ｲﾄｳ ｶｲｾｲ                大学（1）3 男子

西條　雄貴            ﾆｼｼﾞｮｳ ﾕｳｷ              大学（1）4 男子

仲田　梨紗            ﾅｶﾀﾞ ﾘｻ                 大学（3）5 女子

菅谷　涼乃            ｽｶﾞﾔ ｽｽﾞﾉ               大学（2）6 女子

高鳥　春佳            ﾀｶﾄﾘ ﾊﾙｶ                大学（2）7 女子

寺島　麻有            ﾃﾗｼﾞﾏ ﾏﾕ                大学（2）8 女子

48120
氏名: カナ: 学校:No.:

帝京大          
性別:

本橋　和也            ﾓﾄﾊｼ ｶｽﾞﾔ               大学（1）1 男子

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大
性別:

森本　陸翔 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｸﾄ 大学（2）1 男子

48203
氏名: カナ: 学校:No.:

桐蔭横浜大      
性別:

前田　未夢            ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕｳ                大学（2）1 女子

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（2）1 男子

近藤　白竜            ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ              大学（2）2 男子

横山ゆうき            ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ                大学（3）3 女子

49007
氏名: カナ: 学校:No.:

至学館大        
性別:

浅生　侑寿            ｱｻｵ ﾕｳｼﾞｭ               大学（3）1 男子

櫻井　雄斗            ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ                大学（2）2 男子

鈴木　智弘            ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ               大学（2）3 男子

山川　達矢            ﾔﾏｶﾜ ﾀﾂﾔ                大学（2）4 男子

宍戸　菜穂            ｼｼﾄﾞ ﾅﾎ                 大学（3）5 女子

松居　千能            ﾏﾂｲ ﾁﾉ                  大学（3）6 女子

菊池　祐以            ｷｸﾁ ﾕｲ                  大学（2）7 女子

山田　公佳            ﾔﾏﾀﾞ ｷﾐｶ                大学（2）8 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

水谷　華奈            ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ                大学（4）1 女子

市野　梨名            ｲﾁﾉ ﾘﾅ                  大学（3）2 女子

鈴木英利佳            ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ                大学（2）3 女子

山川　真央            ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ                 大学（2）4 女子

新井ゆきの            ｱﾗｲ ﾕｷﾉ                 大学（1）5 女子

小川　真尋            ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ                大学（1）6 女子
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49021
氏名: カナ: 学校:No.:

福井工業大      
性別:

山田　一貴            ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ               大学（4）1 男子

田中　裕基            ﾀﾅｶ ﾕｳｷ                 大学（3）2 男子

都藤　陽平            ﾂﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ               大学（3）3 男子

小高　亜文            ｺﾀﾞｶ ｱﾓﾝ                大学（2）4 男子

小林　慶人            ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ               大学（2）5 男子

酒井　　翼            ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ                大学（2）6 男子

平野　奨馬            ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾏ                大学（2）7 男子

杉田　稔弥            ｽｷﾞﾀ ﾄｼﾔ                大学（1）8 男子

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（4）1 男子

桑添　　陸            ｸﾜｿﾞｴ ﾘｸ                大学（3）2 男子

久光　哲也            ﾋｻﾐﾂ ﾃﾂﾔ                大学（3）3 男子

土門　拓未            ﾄﾞﾓﾝ ﾀｸﾐ                大学（2）4 男子

上西　　大            ｳｴﾆｼ ﾋﾛｼ                大学（1）5 男子

中西　豊太            ﾅｶﾆｼ ﾄﾖﾀ                大学（1）6 男子

横平　雅弥            ﾖｺﾋﾗ ﾏｻﾔ                大学（1）7 男子

綿貫　慶吾            ﾜﾀﾇｷ ｹｲｺﾞ               大学（1）8 男子

加藤　花梨            ｶﾄｳ ｶﾘﾝ                 大学（4）9 女子

下山恵里奈            ｼﾓﾔﾏ ｴﾘﾅ                大学（4）10 女子

奥村　晴香            ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｶ                大学（3）11 女子

盛　　音葉            ﾓﾘ ｵﾄﾊ                  大学（2）12 女子

山田　奈子            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｺ                 大学（2）13 女子

金森　あい            ｶﾅﾓﾘ ｱｲ                 大学（1）14 女子

千葉佳奈絵            ﾁﾊﾞ ｶﾅｴ                 大学（1）15 女子

永塚　そら            ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ                大学（1）16 女子

49035
氏名: カナ: 学校:No.:

岐聖大          
性別:

山田　駿輔            ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              大学（3）1 男子

蒲田　圭介            ｶﾞﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ              大学（2）2 男子

河内　雄飛            ｺｳﾁ ﾕｳﾋ                 大学（2）3 男子

富野　達也            ﾄﾐﾉ ﾀﾂﾔ                 大学（2）4 男子

三浦　倖生            ﾐｳﾗ ｺｳｷ                 大学（1）5 男子

水谷　淳貴            ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｷ               大学（1）6 男子

山本　壱征            ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ               大学（1）7 男子

羽賀　友香            ﾊｶﾞ ﾄﾓｶ                 大学（3）8 女子

城田千星莉            ｼﾛﾀ ﾁｾﾘ                 大学（2）9 女子

49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大      
性別:

竹内　晴紀            ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ                大学（2）1 男子

西尾　知泰            ﾆｼｵ ﾄﾓﾔ                 大学（2）2 男子

金本　航汰            ｶﾈﾓﾄ ｺｳﾀ                大学（1）3 男子

近藤　蒼真            ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ               大学（1）4 男子

三島萌々華            ﾐｼﾏ ﾓﾓｶ                 大学（3）5 女子

高山　菜月            ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾞｷ               大学（2）6 女子

青嶋　瑠菜            ｱｵｼﾏ ﾙﾅ                 大学（1）7 女子
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50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大
性別:

森脇　裕大 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 大学（2）1 男子

相羽　康平 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ 大学（1）2 男子

松本匠太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 大学（1）3 男子

村田　勇輝 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 大学（1）4 男子

難波　亜未 ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ 大学（4）5 女子

石田　桃稼 ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 大学（2）6 女子

新沼　咲彩 ﾆｲﾇﾏ ｻｱﾔ 大学（2）7 女子

西　　藍霞 ﾆｼ ｱｲｶ 大学（2）8 女子

榮樂　遥香 ｴｲﾗｸ ﾊﾙｶ 大学（1）9 女子

荻野　亜美 ｵｷﾞﾉ ｱﾐ 大学（1）10 女子

戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 大学（1）11 女子

松村　咲良 ﾏﾂﾑﾗ ｻｸﾗ 大学（1）12 女子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大    
性別:

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

片山幸士郎            ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ              大学（4）2 男子

長島　昂平            ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ              大学（3）3 男子

徳永　海偉            ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ                大学（2）4 男子

大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                大学（1）5 男子

杉本　紗彩            ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ               大学（4）6 女子

水野　陽花            ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｶ                大学（2）7 女子

50003
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪大        
性別:

時任　晃成            ﾄｷﾄｳ ｺｳｾｲ               大学（3）1 男子

吉岡　　晋            ﾖｼｵｶ ｼﾝ                 大学（3）2 男子

川口　峻平            ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ            大学（1）3 男子

川野　誠悟            ｶﾜﾉ ｾｲｺﾞ                大学（1）4 男子

近藤　泰吾            ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｺﾞ              大学（1）5 男子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大    
性別:

中川　啓介            ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ              大学（4）1 男子

小峯　力輝            ｺﾐﾈ ﾘｷ                  大学（3）2 男子

中川　大輔            ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ             大学（2）3 男子
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50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大    
性別:

小林　薫平            ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ             大学（4）1 男子

木下　椋登            ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾄ               大学（3）2 男子

勝見　駿佑            ｶﾂﾐ ｼｭﾝｽｹ               大学（2）3 男子

藤田　紘希            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                大学（2）4 男子

南　　昌志            ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ                 大学（2）5 男子

植田　竜成            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              大学（1）6 男子

木村　拓真            ｷﾑﾗ ﾀｸﾏ                 大学（1）7 男子

窪田　　聖            ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ                大学（1）8 男子

内藤　　好            ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ                大学（3）9 女子

山本　雪乃            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉ                大学（3）10 女子

林　みのり            ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                 大学（2）11 女子

溝淵　真由            ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏﾕ               大学（2）12 女子

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                大学（2）13 女子

松永真彩子            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｺ               大学（1）14 女子

50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大    
性別:

川本　衣織            ｶﾜﾓﾄ ｲｵﾘ                大学（3）1 女子

山下　遥香            ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ                大学（3）2 女子

井上　稚菜            ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ                大学（2）3 女子

檜垣　彩香            ﾋｶﾞｷ ｱﾔｶ                大学（2）4 女子

藤澤　愛海            ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅﾐ               大学（1）5 女子

前田　美玖            ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ                 大学（1）6 女子

50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大        
性別:

相崎　康平            ｱｲｻﾞｷ ｺｳﾍｲ              大学（4）1 男子

陶器　佑亮            ﾄｳｷ ﾕｳｽｹ                大学（3）2 男子

山本康司郎            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ             大学（2）3 男子

芳田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                大学（2）4 男子

50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大        
性別:

倉田　和俊            ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ               大学（4）1 男子

恵田　寧人            ｴﾀﾞ ﾈｲﾄ                 大学（3）2 男子

西田　和也            ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ               大学（3）3 男子

門　　隆一            ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ               大学（2）4 男子

大海　陸人            ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ               大学（2）5 男子

峯浦　　楽            ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ                 大学（2）6 男子

50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大        
性別:

梶谷　幸輝            ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ               大学（2）1 男子

50021
氏名: カナ: 学校:No.:

同志社大      
性別:

原　　大地            ﾊﾗ ﾀｲﾁ                  大学（2）1 男子

尾脇　璃音            ｵﾜｷ ﾘｵﾝ                 大学（1）2 男子
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50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大        
性別:

原口　皓平            ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              大学（4）1 男子

森　　太優            ﾓﾘ ﾀｲﾕｳ                 大学（3）2 男子

若林　和輝            ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ             大学（3）3 男子

中島　豪隆            ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ             大学（2）4 男子

椎名　建斗            ｼｲﾅ ﾀｹﾄ                 大学（1）5 男子

中村　海人            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ                大学（1）6 男子

田中　香帆            ﾀﾅｶ ｶﾎ                  大学（3）7 女子

玉置真奈美            ﾀﾏｵｷ ﾏﾅﾐ                大学（3）8 女子

藤原　梨穂            ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘﾎ                大学（3）9 女子

安達　貴砂            ｱﾀﾞﾁ ｷｻ                 大学（1）10 女子

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大        
性別:

上林　真己            ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ              大学（4）1 男子

西村　瑛皓            ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ               大学（4）2 男子

松田　周土            ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳﾄ               大学（4）3 男子

門田　知也            ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾄﾓﾔ               大学（4）4 男子

篠野　　司            ｻｻﾉ ﾂｶｻ                 大学（2）5 男子

山口　凌慧            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ             大学（2）6 男子

黒木　那都            ｸﾛｷ ﾅﾂ                  大学（1）7 男子

宮﨑　聖也            ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾔ               大学（1）8 男子

阿比留朋香            ｱﾋﾞﾙ ﾄﾓｶ                大学（4）9 女子

有田　千恵            ｱﾘﾀ ﾁｴ                  大学（4）10 女子

齋藤　未来            ｻｲﾄｳ ﾐｸ                 大学（4）11 女子

西本恵里加            ﾆｼﾓﾄ ｴﾘｶ                大学（4）12 女子

平田真依子            ﾋﾗﾀ ﾏｲｺ                 大学（3）13 女子

谷　　裕果            ﾀﾆ ﾕｳｶ                  大学（2）14 女子

横田　杏圭            ﾖｺﾀ ｷｮｳｶ                大学（1）15 女子

50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大      
性別:

川西　智大            ｶﾜﾆｼ ﾁﾋﾛ                大学（3）1 男子

照本　　慎            ﾃﾙﾓﾄ ﾏｺﾄ                大学（3）2 男子

鷲津彰太郎            ﾜｼﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ             大学（3）3 男子

渡辺　大将            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ             大学（3）4 男子

豊田　琢人            ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ                大学（2）5 男子

久慈　大翔            ｸｼﾞ ﾋﾛﾄ                 大学（1）6 男子

早矢仕幸佑            ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ                大学（1）7 男子

山崎　寛人            ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾄ                大学（1）8 男子

石津茉友子            ｲｼﾂﾞ ﾏﾕｺ                大学（4）9 女子

今井　彩乃            ｲﾏｲ ｱﾔﾉ                 大学（3）10 女子

新井　智捺            ｱﾗｲ ﾁﾅﾂ                 大学（2）11 女子

伊藤菜津季            ｲﾄｳ ﾅﾂｷ                 大学（2）12 女子

50043
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪国際大    
性別:

赤井　亮太            ｱｶｲ ﾘｮｳﾀ                大学（4）1 男子

宮嵜　真志            ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ               大学（3）2 男子

小山裕次郎            ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ              大学（1）3 男子

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                大学（1）4 女子
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50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大    
性別:

千坂　侑大            ﾁｻｶ ﾕｳﾀﾞｲ               大学（2）1 男子

安藝　佑一            ｱｷ ﾕｳｲﾁ                 大学（1）2 男子

濱野　史龍            ﾊﾏﾉ ｼﾘｭｳ                大学（1）3 男子

筒井　優夏            ﾂﾂｲ ﾕｳｶ                 大学（1）4 女子

51001
氏名: カナ: 学校:No.:

広島修道大    
性別:

森近　亮介            ﾓﾘﾁｶ ﾘｮｳｽｹ              大学（3）1 男子

井上　輝紀            ｲﾉｳｴ ﾃﾙｷ                大学（2）2 男子

隠塚　亮介            ｵﾝﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ             大学（2）3 男子

佐多　　忠            ｻﾀ ﾀﾀﾞｼ                 大学（2）4 男子

高橋　孝輔            ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ               大学（2）5 男子

冨野　佑月            ﾄﾐﾉ ﾕﾂﾞｷ                大学（2）6 男子

中市　純矢            ﾅｶｲﾁ ｼﾞｭﾝﾔ              大学（1）7 男子

峰山　純平            ﾐﾈﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            大学（1）8 男子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大        
性別:

森口　静香            ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ              大学（3）1 女子

岡藤　智秋            ｵｶﾌｼﾞ ﾁｱｷ               大学（2）2 女子

奧井　友梨            ｵｸｲ ﾕﾘ                  大学（2）3 女子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大        
性別:

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

加藤　優弥            ｶﾄｳ ﾕｳﾔ                 大学（3）2 男子

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

大國　正登            ｵｵｸﾆ ﾏｻﾄ                大学（2）4 男子

松本　　海            ﾏﾂﾓﾄ ｶｲ                 大学（2）5 男子

51005
氏名: カナ: 学校:No.:

広島工業大    
性別:

植村健太郎            ｳｴﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ              大学（4）1 男子

大野　泰成            ｵｵﾉ ﾀｲｾｲ                大学（3）2 男子

藤谷　柚輔            ﾌｼﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ              大学（3）3 男子

曽我　祐歩            ｿｶﾞ ﾕｳﾄ                 大学（2）4 男子

信岡　卓叡            ﾉﾌﾞｵｶ ﾀｸｴｲ              大学（2）5 男子

山本　　賢            ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ                 大学（2）6 男子

山本　泰雅            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ               大学（1）7 男子
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51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大        
性別:

古賀　　颯            ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ                 大学（4）1 男子

畠中　優介            ﾊﾀｹﾅｶ ﾕｳｽｹ              大学（4）2 男子

三宅　　昂            ﾐﾔｹ ﾀｶｼ                 大学（3）3 男子

川原　大雅            ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ               大学（2）4 男子

柳　　知希            ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｷ                大学（2）5 男子

新谷　哲平            ｼﾝﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ              大学（1）6 男子

森本　剛平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               大学（1）7 男子

松本　　萌            ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ                 大学（2）8 女子

松本由梨子            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘｺ                大学（2）9 女子

小川　友子            ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ                大学（1）10 女子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大        
性別:

住吉　勇樹            ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ                大学（4）1 男子

平野　一貴            ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ                大学（4）2 男子

井尻　大晴            ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ               大学（2）3 男子

松谷　晃汰            ﾏﾂﾀﾆ ｺｳﾀ                大学（2）4 男子

金﨑　遥香            ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ               大学（4）5 女子

長尾　海香            ﾅｶﾞｵ ﾐｶ                 大学（3）6 女子

山口　夏穂            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ               大学（2）7 女子

山﨑　　響            ﾔﾏｻｷ ﾋﾋﾞｷ               大学（1）8 女子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大        
性別:

緒方美沙希            ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ                大学（2）1 女子

姫嶋　真依            ﾋﾒｼﾏ ﾏｲ                 大学（2）2 女子

安本　彩夏            ﾔｽﾓﾄ ｱﾔｶ                大学（2）3 女子

藤井　景理            ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ                大学（1）4 女子

51046
氏名: カナ: 学校:No.:

川崎医福大      
性別:

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

秀安佑衣菜            ﾋﾃﾞﾔｽ ﾕｲﾅ               大学（3）2 女子

52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大          
性別:

阿部　雄大            ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ               大学（3）1 男子

元村　壮汰            ﾓﾄﾑﾗ ｿｳﾀ                大学（3）2 男子

濱野　綾人            ﾊﾏﾉ ｱﾔﾄ                 大学（2）3 男子

内田　大葵            ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ                大学（1）4 男子

嘉藤　史也            ｶﾄｳ ﾌﾐﾔ                 大学（1）5 男子

清水　鼓哲            ｼﾐｽﾞ ｺﾃﾂ                大学（1）6 男子

戸田　夏海            ﾄﾀﾞ ﾅﾂﾐ                 大学（1）7 男子

塚本　珠未            ﾂｶﾓﾄ ﾀﾏﾐ                大学（1）8 女子
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52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大          
性別:

神代　直輝            ｸﾏｼﾛ ﾅｵｷ                大学（3）1 男子

中川　義健            ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ              大学（3）2 男子

石井　悠真            ｲｼｲ ﾕｳﾏ                 大学（2）3 男子

坂口　　慎            ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ                大学（2）4 男子

富﨑　　脩            ﾄﾐｻﾞｷ ｼｭｳ               大学（2）5 男子

岩田　隆人            ｲﾜﾀ ﾀｶﾄ                 大学（1）6 男子

52014
氏名: カナ: 学校:No.:

佐賀大          
性別:

重松　誠弥            ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ               大学（4）1 男子

坪内　　豊            ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ               大学（4）2 男子

石田　友輝            ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ                大学（3）3 男子

太田　広夢            ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ                 大学（2）4 男子

坂口　大成            ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ              大学（2）5 男子

松岡　祐馬            ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ                大学（2）6 男子

山崎宗一郎            ﾔﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ             大学（2）7 男子

澤本　　凪            ｻﾜﾓﾄ ﾅｷﾞ                大学（1）8 男子

52019
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿児島大        
性別:

若松　来夢            ﾜｶﾏﾂ ﾗｲﾑ                大学（2）1 女子

和田実央理            ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ                 大学（2）2 女子

北住　優佳            ｷﾀｽﾞﾐ ﾕｳｶ               大学（1）3 女子

52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大      
性別:

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

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾖｳ                  大学（4）2 男子

澤本康太郎            ｻﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ              大学（3）3 男子

藤坂　侑実            ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ                大学（3）4 女子

讃岐　百花            ｻﾇｷ ﾓﾓｶ                 大学（2）5 女子

52055
氏名: カナ: 学校:No.:

九州共立大      
性別:

西留　駿平            ﾆｼﾄﾞﾒ ｼｭﾝﾍﾟｲ            大学（4）1 男子

城谷　　蓮            ｼﾛﾀﾆ ﾚﾝ                 大学（3）2 男子

佐藤志帆子            ｻﾄｳ ｼﾎｺ                 大学（4）3 女子

原田　美咲            ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻｷ                大学（3）4 女子

田中　沙侑            ﾀﾅｶ ｻﾕ                  大学（2）5 女子

52084
氏名: カナ: 学校:No.:

名桜大          
性別:

嘉手納夏海            ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ                大学（4）1 女子

佐藤　真子            ｻﾄｳ ﾏｺ                  大学（4）2 女子

西原　綾香            ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ                大学（3）3 女子

岡田　　慶            ｵｶﾀﾞ ｹｲ                 大学（1）4 女子

齋藤　瑞貴            ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ               大学（1）5 女子
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53063
氏名: カナ: 学校:No.:

仙台大          
性別:

星　　泰雅            ﾎｼ ﾀｲｶﾞ                 大学（3）1 男子

阿部　元気            ｱﾍﾞ ｹﾞﾝｷ                大学（2）2 男子

遠藤　隼斗            ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ               大学（1）3 男子

志田　　開            ｼﾀﾞ ﾊﾙｷ                 大学（1）4 男子

反町　賢太            ｿﾘﾏﾁ ｹﾝﾀ                大学（1）5 男子

武山　直樹            ﾀｹﾔﾏ ﾅｵｷ                大学（1）6 男子

幕田　敏也            ﾏｸﾀ ﾄｼﾔ                 大学（1）7 男子

吉田　歩夢            ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ                大学（1）8 男子

53065
氏名: カナ: 学校:No.:

東北学院大      
性別:

昆野　駿哉            ｺﾝﾉ ｼｭﾝｽｹ               大学（2）1 男子

高橋　　凌            ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ                大学（2）2 男子

川戸　翔太            ｶﾜﾄ ｼｮｳﾀ                大学（1）3 男子

土井　夢翔            ﾄﾞｲ ﾑｳﾄ                 大学（1）4 男子

土門　樹音            ﾄﾞﾓﾝ ﾐｷﾄ                大学（1）5 男子

三浦　梅香            ﾐｳﾗ ｳﾒｶ                 大学（4）6 女子

渡邊　　舞            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ                大学（3）7 女子

岩谷　咲来            ｲﾜﾔ ｻｸﾗ                 大学（2）8 女子

53066
氏名: カナ: 学校:No.:

東北大          
性別:

水野　雄介            ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ               大学（6）1 男子

三上　聖央            ﾐｶﾐ ﾏｻﾋﾛ                大学（4）2 男子

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

神田　真佑            ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｽｹ               大学（3）4 男子

永作　太一            ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ               大学（3）5 男子

水野　泰平            ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ               大学（2）6 男子

大槻　　翼            ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ               大学（1）7 男子

結城　大河            ﾕｳｷ ﾀｲｶﾞ                大学（1）8 男子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

市川加伊斗            ｲﾁｶﾜ ｶｲﾄ                大学（3）1 男子

佐々木建晟            ｻｻｷ ｹﾝｾｲ                大学（3）2 男子

高野　裕生            ﾀｶﾉ ﾕｳｷ                 大学（1）3 男子

吉宮隆之介            ﾖｼﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ             大学（1）4 男子

塘　　安奈            ﾄﾓ ｱﾝﾅ                  大学（4）5 女子

53095
氏名: カナ: 学校:No.:

弘前大          
性別:

櫻庭　　碧            ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ              大学（4）1 女子

岩下　　葵            ｲﾜｼﾀ ｱｵｲ                大学（3）2 女子

津島　彩乃            ﾂｼﾏ ｱﾔﾉ                 大学（3）3 女子

東山　千恵            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾁｴ               大学（3）4 女子
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