
第96回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別＿リレー要員一覧表

48002
氏名: カナ: 学校:No.:

法政大          
性別:

東　　千尋            ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ                大学（4）1 男子

秋元　龍大            ｱｷﾓﾄ ﾘｭｳﾀ               大学（3）2 男子

内出　裕介            ｳﾁﾃﾞ ﾕｳｽｹ               大学（3）3 男子

浅野　理子            ｱｻﾉ ﾘｺ                  大学（4）4 女子

杉本　美波            ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ               大学（3）5 女子

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別:

石山　諒一            ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ              大学（4）1 男子

齊藤　能史            ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ               大学（4）2 男子

高橋　　輝            ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ                大学（4）3 男子

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大      
性別:

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

島谷　康弘            ｼﾏﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ               大学（3）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（3）3 男子

早田　真宙            ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ                 大学（3）4 男子

古屋　純希            ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｷ               大学（3）5 男子

横山　　雅            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ               大学（3）6 女子

津島　花歩            ﾂｼﾏ ｶﾎ                  大学（2）7 女子

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 大学（1）8 女子

木村　優香            ｷﾑﾗ ﾕｳｶ                 大学（1）9 女子

48011
氏名: カナ: 学校:No.:

日本女子体大
性別:

齋藤　一葉 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 大学（2）1 女子

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（2）1 男子

日下部倖慎            ｸｻｶﾍﾞ ｺｳｼﾝ              大学（1）2 男子

48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別:

鈴木　孝輔            ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ               大学（2）1 男子

永野　詩奈            ﾅｶﾞﾉ ｳﾀﾅ                大学（4）2 女子

忽那　結羽            ｸﾂﾅ ﾕｳ                  大学（2）3 女子

栗栖　菜々            ｸﾘｽ ﾅﾅ                  大学（2）4 女子

中村　マヤ            ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ                 大学（1）5 女子
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48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別:

黒田　武蔵            ｸﾛﾀﾞ ﾑｻｼ                大学（3）1 男子

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

澤野　宗行            ｻﾜﾉ ﾑﾈﾕｷ                大学（2）3 男子

松原士勇諒            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｲﾏ               大学（2）4 男子

金澤　　遼            ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳ               大学（1）5 男子

鈴木　虎樹            ｽｽﾞｷ ﾄﾗｷ                大学（1）6 男子

宮澤　佑基            ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ               大学（1）7 男子

太田菜那子            ｵｵﾀ ﾅﾅｺ                 大学（4）8 女子

笹谷奈帆香            ｻｻﾀﾆ ﾅﾎｶ                大学（4）9 女子

吉村　真子            ﾖｼﾑﾗ ﾏｺ                 大学（4）10 女子

福田　　葵            ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ                大学（2）11 女子

佐藤　美翔            ｻﾄｳ ﾐｳ                  大学（1）12 女子

髙野　二葉            ﾀｶﾉ ﾌﾀﾊﾞ                大学（1）13 女子

48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大          
性別:

大杉　拓巳            ｵｵｽｷﾞ ﾀｸﾐ               大学（1）1 男子

吉田　圭佑            ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ               大学（1）2 男子

武岡　瀬奈            ﾀｹｵｶ ｾﾅ                 大学（4）3 女子

48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別:

福池　真白            ﾌｸｲｹ ﾏｼﾛ                大学（1）1 男子

櫻井　美月            ｻｸﾗｲ ﾐﾂﾞｷ               大学（4）2 女子

48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大          
性別:

加藤　優人            ｶﾄｳ ﾕｳﾄ                 大学（3）1 男子

市川　晟寛            ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ               大学（2）2 男子

岡島　大志            ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｼ               大学（2）3 男子

前野　志門            ﾏｴﾉ ｼﾓﾝ                 大学（2）4 男子

川原　結夏            ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｶ                大学（3）5 女子

48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大          
性別:

小島健太郎            ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ              大学（2）1 男子

野副　　隼            ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ                大学（2）2 男子

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（4）1 男子

熊沢幸多朗            ｸﾏｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ             大学（3）2 男子

横濱　美羽            ﾖｺﾊﾏ ﾐｳ                 大学（3）3 女子

宮坂　　咲            ﾐﾔｻｶ ｻｷ                 大学（2）4 女子

猪熊　夏美            ｲﾉｸﾏ ﾅﾂﾐ                大学（1）5 女子

中村　天音            ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ                大学（1）6 女子

48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別:

角田　桃香            ﾂﾉﾀﾞ ﾓﾓｶ                大学（3）1 女子
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48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大        
性別:

上村華菜恵            ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ                大学（2）1 女子

望月美優香            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ               大学（1）2 女子

48052
氏名: カナ: 学校:No.:

東洋大          
性別:

井手上　新            ｲﾃﾞｳｴ ｼﾝ                大学（3）1 男子

細川　公平            ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ               大学（3）2 男子

飯泉　由平            ｲｲｽﾞﾐ ﾕｳﾍｲ              大学（2）3 男子

佐藤　流雲            ｻﾄｳ ﾊﾙﾓ                 大学（2）4 男子

椛　　愛理            ｶﾝﾊﾞ ｱｲﾘ                大学（3）5 女子

森光　七星            ﾓﾘﾐﾂ ﾅﾅｾ                大学（3）6 女子

川口　笑奈            ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾐﾅ               大学（2）7 女子

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別:

今井　流星            ｲﾏｲ ﾋｶﾙ                 大学（4）1 男子

大谷　隆二            ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ              大学（4）2 男子

田中　航希            ﾀﾅｶ ｺｳｷ                 大学（3）3 男子

須田　悠介            ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ                大学（1）4 男子

小峯由香梨            ｺﾐﾈ ﾕｶﾘ                 大学（4）5 女子

常盤　怜以            ﾄｷﾜ ﾚｲ                  大学（4）6 女子

櫻内　琴美            ｻｸﾗｳﾁ ｺﾄﾐ               大学（3）7 女子

清家　有咲            ｾｲｹ ｱﾘｻ                 大学（3）8 女子

48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別:

松浦　　詢            ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝ                大学（4）1 男子

井上　詩音            ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ                大学（3）2 男子

北出　幸太            ｷﾀﾃﾞ ｺｳﾀ                大学（3）3 男子

大濱　貫太            ｵｵﾊﾏ ｶﾝﾀ                大学（2）4 男子

古市　百音            ﾌﾙｲﾁ ﾓﾓﾈ                大学（3）5 女子

森谷えみり            ﾓﾘﾔ ｴﾐﾘ                 大学（2）6 女子

山﨑　千楠            ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ               大学（2）7 女子

山本　眞菜            ﾔﾓﾄ ﾏﾅ                  大学（2）8 女子

48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大          
性別:

稲垣　雄大            ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ             大学（4）1 男子

中西　紘基            ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ                大学（4）2 男子

松田　卓己            ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ                大学（4）3 男子

宮本　光琉            ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                大学（4）4 男子

山田ほのか            ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ                大学（4）5 女子

桜井　莉伽            ｻｸﾗｲ ﾘｶ                 大学（2）6 女子
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48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大        
性別:

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

伊藤　海成            ｲﾄｳ ｶｲｾｲ                大学（2）2 男子

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

長谷川佳亮            ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ              大学（2）4 男子

奥田　壮太            ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ                大学（1）5 男子

仲田　梨紗            ﾅｶﾀﾞ ﾘｻ                 大学（4）6 女子

菅谷　涼乃            ｽｶﾞﾔ ｽｽﾞﾉ               大学（3）7 女子

菊地　夏佳            ｷｸﾁ ﾅﾂｶ                 大学（2）8 女子

田村　莉子            ﾀﾑﾗ ﾘｺ                  大学（2）9 女子

宮下このみ            ﾐﾔｼﾀ ｺﾉﾐ                大学（2）10 女子

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大      
性別:

伊藤　裕馬            ｲﾄｳ ﾕｳﾏ                 大学（2）1 男子

佐之瀬香花            ｻﾉｾ ｷｮｳｶ                大学（2）2 女子

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（3）1 女子

保坂　若菜            ﾎｻｶ ﾜｶﾅ                 大学（2）2 女子

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大          
性別:

近藤　白竜            ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾘｭｳ              大学（3）1 男子

神田　美夢            ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ                 大学（1）2 女子

49007
氏名: カナ: 学校:No.:

至学館大        
性別:

芳賀　湧大            ﾊｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ               大学（1）1 男子

松村希良軌            ﾏﾂﾑﾗ ｷﾗｷ                大学（1）2 男子

宍戸　菜穂            ｼｼﾄﾞ ﾅﾎ                 大学（4）3 女子

松居　千能            ﾏﾂｲ ﾁﾉ                  大学（4）4 女子

松浦　心叶            ﾏﾂｳﾗ ｺﾉｶ                大学（1）5 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

伊藤　智美            ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ                 大学（4）1 女子

新井ゆきの            ｱﾗｲ ﾕｷﾉ                 大学（2）2 女子

久保　美咲            ｸﾎﾞ ﾐｻｷ                 大学（2）3 女子

山下　夏穂            ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾎ                大学（2）4 女子

49035
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜聖徳学大
性別:

河合えみり ｶﾜｲ ｴﾐﾘ 大学（3）1 女子

富田あろ葉 ﾄﾐﾀﾞ ｱﾛﾊ 大学（3）2 女子

清水　夏海 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 大学（1）3 女子

49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大      
性別:

高山　菜月            ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾞｷ               大学（3）1 女子

佐藤　夏希            ｻﾄｳ ﾅﾂｷ                 大学（1）2 女子
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50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大
性別:

福田　裕輝 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 大学（3）1 男子

榮樂　遥香 ｴｲﾗｸ ﾊﾙｶ 大学（2）2 女子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大
性別:

徳永　海偉 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ 大学（3）1 男子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大
性別:

小峯　力輝 ｺﾐﾈ ﾘｷ 大学（4）1 男子

中川　大輔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大学（3）2 男子

道越　光星 ﾐﾁｺﾞｴ ｺｳｾｲ 大学（2）3 男子

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大
性別:

大谷　　洸 ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ 大学（4）1 男子

佐多　直浩 ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ 大学（4）2 男子

勝見　駿佑 ｶﾂﾐ ｼｭﾝｽｹ 大学（3）3 男子

植田　竜成 ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 大学（2）4 男子

杉井　郁哉 ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ 大学（1）5 男子

50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大    
性別:

田中　唯稀            ﾀﾅｶ ｲﾂｷ                 大学（2）1 女子

前田　美玖            ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ                 大学（2）2 女子

50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大
性別:

市毛　将翔 ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾄ 大学（4）1 男子

井上　凱智 ｲﾉｳｴ ｶﾞｲﾁ 大学（4）2 男子

萩森　大地 ﾊｷﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 大学（4）3 男子

馬場　勇輝 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 大学（4）4 男子

50021
氏名: カナ: 学校:No.:

同志社大
性別:

今北龍之介 ｲﾏｷﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 大学（4）1 男子

雲井　銀河 ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ 大学（3）2 男子

佐々木善健 ｻｻｷ ﾖｼﾀｹ 大学（3）3 男子

下野　友寛 ｼﾓﾉ ﾄﾓﾋﾛ 大学（3）4 男子

原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 大学（3）5 男子

尾脇　璃音 ｵﾜｷ ﾘｵﾝ 大学（2）6 男子

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大
性別:

瀧本　広大 ﾀｷﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 大学（4）1 男子

篠野　　司 ｻｻﾉ ﾂｶｻ 大学（3）2 男子

長尾　息吹 ﾅｶﾞｵ ｲﾌﾞｷ 大学（3）3 男子

黒木　那都 ｸﾛｷ ﾅﾂ 大学（2）4 男子

谷　　裕果 ﾀﾆ ﾕｳｶ 大学（3）5 女子
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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（4）1 男子

林　　樹生 ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ 大学（3）2 男子

藤山　朋紀 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ 大学（2）3 男子

川畑　皐馬 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾏ 大学（1）4 男子

50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大    
性別:

佐野　大樹            ｻﾉ ﾀﾞｲｷ                 大学（3）1 男子

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

川﨑　麻衣            ｶﾜｻｷ ﾏｲ                 大学（1）3 女子

千葉　美南            ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ                 大学（1）4 女子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大
性別:

大國　正登 ｵｵｸﾆ ﾏｻﾄ 大学（3）1 男子

黄金　匡弥 ｵｳｺﾞﾝ ﾏｻﾔ 大学（2）2 男子

玉井　勇伍 ﾀﾏｲ ﾕｳｺﾞ 大学（2）3 男子

水野　理功 ﾐｽﾞﾉ ﾘｸ 大学（2）4 男子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

三宅　　昂 ﾐﾔｹ ﾀｶｼ 大学（4）1 男子

掛水健太郎 ｶｹﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 大学（3）2 男子

川原　大雅 ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 大学（3）3 男子

柳　　知希 ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｷ 大学（3）4 男子

新谷　哲平 ｼﾝﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ 大学（2）5 男子

松本由梨子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘｺ 大学（3）6 女子

小川　友子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 大学（2）7 女子

柳生　笑利 ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ 大学（1）8 女子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大
性別:

井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ 大学（3）1 男子

福田　隼也 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 大学（3）2 男子

井尻　悠晴 ｲｼﾞﾘ ﾕｳｾｲ 大学（1）3 男子

鉄増　将基 ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ 大学（1）4 男子

光永　　陽 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ 大学（1）5 男子

51046
氏名: カナ: 学校:No.:

川崎医福大      
性別:

甲斐渚奈葉            ｶｲ ﾅﾅﾊ                  大学（2）1 女子

52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大          
性別:

塚本　珠未            ﾂｶﾓﾄ ﾀﾏﾐ                大学（2）1 女子

下村　桃子            ｼﾓﾑﾗ ﾓﾓｺ                大学（1）2 女子

中村　美海            ﾅｶﾑﾗ ﾐﾐ                 大学（1）3 女子

52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大      
性別:

藤坂　侑実            ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ                大学（4）1 女子
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52055
氏名: カナ: 学校:No.:

九州共立大      
性別:

関　　健成            ｾｷ ｹﾝｾｲ                 大学（3）1 男子

53065
氏名: カナ: 学校:No.:

東北学院大      
性別:

岩谷　咲来            ｲﾜﾔ ｻｸﾗ                 大学（3）1 女子

53066
氏名: カナ: 学校:No.:

東北大          
性別:

水野　泰平            ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ               大学（3）1 男子

大槻　　翼            ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ               大学（2）2 男子

結城　大河            ﾕｳｷ ﾀｲｶﾞ                大学（2）3 男子
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