
第2回日本社会人選手権水泳競技大会登録団体別＿リレー補欠一覧表

08204
氏名: カナ: 学校:No.:

日立製作所      
性別:

足立　明隆           ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾀｶ              1 男子

今橋　真一           ｲﾏﾊｼ ｼﾝｲﾁ              2 男子

川北　純平           ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ           3 男子

08213
氏名: カナ: 学校:No.:

茗水会          
性別:

岡﨑晃一郎           ｵｶｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ           1 男子

藤本　知臣           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾐ              2 男子

三浦　　遼           ﾐｳﾗ ﾘｮｳ                3 男子

13529
氏名: カナ: 学校:No.:

京水会          
性別:

宮崎　直紀           ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ              1 男子

大和啓太郎           ﾔﾏﾄ ｹｲﾀﾛｳ              2 男子

横田　堯大           ﾖｺﾀ ﾀｶﾋﾛ               3 男子

吉澤　宏紀           ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ              4 男子

13652
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＳＴ
性別:

廣田章太郎           ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ             1 男子

13697
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｋ Ｅ Ｉ Ｏ     
性別:

伊藤　太郎           ｲﾄｳ ﾀﾛｳ                1 男子

岡安　弘暉           ｵｶﾔｽ ｺｳｷ               2 男子

森　　　岳           ﾓﾘ ｶﾞｸ                 3 男子

13760
氏名: カナ: 学校:No.:

NTTグループ     
性別:

日比野裕輔           ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｽｹ              1 男子

13764
氏名: カナ: 学校:No.:

三井住友銀行    
性別:

阿久津直希           ｱｸﾂ ﾅｵｷ                1 男子

小形　純平           ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ           2 男子

13830
氏名: カナ: 学校:No.:

三井物産        
性別:

石井　大輔           ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ              1 男子

石川　圭佑           ｲｼｶﾜ ｹｲｽｹ              2 男子

石倉　聖也           ｲｼｸﾗ ｾｲﾔ               3 男子

松尾慎太郎           ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ              4 男子

14700
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＦＥ京浜      
性別:

小倉　智也           ｵｸﾞﾗ ﾄﾓﾅﾘ              1 男子

篠田　大和           ｼﾉﾀﾞ ﾔﾏﾄ               2 男子

杉沢　毅志           ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ              3 男子

瀬田　寛人           ｾﾀ ﾋﾛﾄ                 4 男子

横久　浩二           ﾖｺﾋｻ ｺｳｼﾞ              5 男子

小西　伶実           ｺﾆｼ ﾚﾐ                 6 女子
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14716
氏名: カナ: 学校:No.:

パナソニック    
性別:

行徳　健汰           ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ             1 男子

小島　拓実           ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ               2 男子

長谷川貴紀           ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ             3 男子

東内　裕志           ﾋｶﾞｼｳﾁ ﾕｳｼﾞ            4 男子

16749
氏名: カナ: 学校:No.:

長野県警察      
性別:

中村　真悟           ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ              1 男子

17510
氏名: カナ: 学校:No.:

ダッシュ新潟    
性別:

押切　雄大           ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ               1 男子

堤　　貴大           ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ               2 男子

18706
氏名: カナ: 学校:No.:

富山県庁        
性別:

瀬川純之介           ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ           1 男子

福井　一樹           ﾌｸｲ ｶｽﾞｷ               2 男子

21939
氏名: カナ: 学校:No.:

スズキ
性別:

池野　将史 ｲｹﾉ ﾏｻｼ1 男子

猪原　弘泰 ｲﾉﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ2 男子

大島　　唯 ｵｵｼﾏ ﾕｲ3 男子

21966
氏名: カナ: 学校:No.:

富士市役所
性別:

市川　洋介 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ1 男子

大石　優樹 ｵｵｲｼ ﾕｳｷ2 男子

勝亦　真也 ｶﾂﾏﾀ ｼﾝﾔ3 男子

園川　湧斗 ｿﾉｶﾜ ﾕｳﾄ4 男子

増山　　剛 ﾏｽﾔﾏ ﾂﾖｼ5 男子

22056
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＯＹＯＴＡ    
性別:

秋吉　太一           ｱｷﾖｼ ﾀｲﾁ               1 男子

斉藤　和成           ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ             2 男子

山口　　翔           ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ              3 男子

22191
氏名: カナ: 学校:No.:

デンソー        
性別:

大町　正徳           ｵｵﾏﾁ ﾏｻﾉﾘ              1 男子

尾崎　聖斗           ｵｻﾞｷ ﾀｶﾄ               2 男子

桑原　伸明           ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞｱｷ             3 男子

杉本　圭正           ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖﾏｻ             4 男子

林　　敬昌           ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ               5 男子

山口　雅史           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ              6 男子
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22387
氏名: カナ: 学校:No.:

南泳会          
性別:

浅野　優太           ｱｻﾉ ﾕｳﾀ                1 男子

猪村　友康           ｲﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ               2 男子

植田　貴俊           ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ              3 男子

大矢　英人           ｵｵﾔ ﾋﾃﾞﾄ               4 男子

25201
氏名: カナ: 学校:No.:

東レ            
性別:

鈴木　　研           ｽｽﾞｷ ｹﾝ                1 男子

高橋　　潤           ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ              2 男子

中　　　敦           ﾅｶ ｱﾂｼ                 3 男子

平瀬　智大           ﾋﾗｾ ﾄﾓﾋﾛ               4 男子

26864
氏名: カナ: 学校:No.:

全京都大学      
性別:

北澤　慧真           ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲﾏ              1 男子

菅野　　聡           ｽｶﾞﾉ ｻﾄｼ               2 男子

山田信之輔           ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ             3 男子

26873
氏名: カナ: 学校:No.:

ＩＢＩＳ
性別:

横川　誠次           ﾖｺｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ             1 男子

27329
氏名: カナ: 学校:No.:

ライアンズ
性別:

齊藤　圭亮           ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ              1 男子

今谷　律子           ｲﾏﾀﾆ ﾘﾂｺ               2 女子

28703
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱電機        
性別:

加藤　大亮           ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ              1 男子

田中　宗親           ﾀﾅｶ ﾑﾈﾁｶ               2 男子

松井　裕也           ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ                3 男子

99000
氏名: カナ: 学校:No.: 性別:

　決　勝　へ1 男子

2 女子
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