
第61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:

佐宗　諒悟            ｻｿｳ ﾘｮｳｺﾞ               大学（4）1 男子

48019
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜国立大      
性別:

野嵜　一徳            ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ              大学（2）1 男子

48028
氏名: カナ: 学校:No.:

東京農工大      
性別:

原田　大資            ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ              大学（3）1 男子

梶原　凌太            ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ              大学（3）2 男子

岩田　怜士            ｲﾜﾀ ﾚｲﾄ                 大学（3）3 男子

関川　大地            ｾｷｶﾜ ﾀﾞｲﾁ               大学（2）4 男子

永澤　由基            ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼｷ               大学（2）5 男子

48036
氏名: カナ: 学校:No.:

一橋大          
性別:

花岡　勇佑            ﾊﾅｵｶ ﾕｳｽｹ               大学（3）1 男子

市川　巧真            ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾏ                大学（2）2 男子

有田　悠佑            ｱﾘﾀ ﾕｳｽｹ                大学（3）3 男子

内田　裕士            ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼ                大学（1）4 男子

48042
氏名: カナ: 学校:No.:

東京海洋大      
性別:

齋藤　温子            ｻｲﾄｳ ｱﾂｺ                大学（2）1 女子

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大      
性別:

上船　史弥            ｳｴﾌﾈ ﾌﾐﾔ                大学（3）1 男子

西井　大亮            ﾆｼｲ ﾀﾞｲｽｹ               大学（4）2 男子

山元　聖也            ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾔ                大学（3）3 男子

山本　倫也            ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ               大学（1）4 男子

48078
氏名: カナ: 学校:No.:

茨城大          
性別:

ブルガレビッチキ      ﾌﾞﾙｶﾞﾚ ｷﾘﾙ              大学（4）1 男子

48086
氏名: カナ: 学校:No.:

東京医歯大      
性別:

中野梨香子            ﾅｶﾉ ﾘｶｺ                 大学（4）1 女子

阪野　舞衣            ﾊﾞﾝﾉ ﾏｲ                 大学（2）2 女子

48088
氏名: カナ: 学校:No.:

高崎経済大      
性別:

川村　勇太            ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ                大学（3）1 男子

森島　勇次            ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｼﾞ               大学（3）2 男子

48101
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨大          
性別:

飯田　誉之            ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ               大学（4）1 男子

袴田　　迪            ﾊｶﾏﾀ ｽｽﾑ                大学（4）2 男子

秋山　泰輝            ｱｷﾔﾏ ﾀｲｷ                大学（2）3 男子

五十嵐史亨            ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾐﾀｶ              大学（1）4 男子

1/5 ページ2014年7月22日 10:54:53



第61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

49009
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋大        
性別:

隅田　翔子            ｽﾐﾀ ｼｮｳｺ                大学（3）1 女子

大学（3）2 女子

49010
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大          
性別:

柴田　拓弥            ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ                大学（4）1 男子

葛谷　麻希            ｸｽﾞﾔ ﾏｷ                 大学（2）2 女子

49011
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡大          
性別:

小林　　剛            ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ               大学（4）1 男子

岡野　達海            ｵｶﾉ ﾀﾂﾐ                 大学（1）2 男子

49012
氏名: カナ: 学校:No.:

三重大          
性別:

永戸　稔規            ﾅｶﾞﾄ ﾄｼｷ                大学（2）1 男子

大脇　良介            ｵｵﾜｷ ﾘｮｳｽｹ              大学（2）2 男子

西村　仁志            ﾆｼﾑﾗ ﾋﾄｼ                大学（2）3 男子

児玉　智紀            ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓﾉﾘ               大学（2）4 男子

伊藤　宏樹            ｲﾄｳ ﾋﾛｷ                 大学（1）5 男子

難波　　諒            ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳ                大学（2）6 男子

中村　星斗            ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ                大学（1）7 男子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

山本　凜貴            ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｷ                大学（1）1 男子

伏屋　佑亮            ﾌｾﾔ ﾕｳｽｹ                大学（2）2 男子

川村　友英            ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ              大学（1）3 男子

49015
氏名: カナ: 学校:No.:

金沢大          
性別:

松原　　亮            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳ               大学（3）1 男子

大森玲於菜            ｵｵﾓﾘ ﾚｵﾅ                大学（3）2 女子

49018
氏名: カナ: 学校:No.:

信州大          
性別:

安藤羅崇汰            ｱﾝﾄﾞｳ ﾗｽﾀ               大学（3）1 男子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大学    
性別:

佐美三幸典            ｻﾐｿﾞｳ ﾕｷﾉﾘ              大学（3）1 男子

三浦　大輝            ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ                大学（2）2 男子

松田　龍祐            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ              大学（1）3 男子

本郷　弘樹            ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾛｷ               大学（2）4 男子

山根　匡貴            ﾔﾏﾈ ﾏｻﾀｶ                大学（1）5 男子

50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大学        
性別:

諸岡　　舞            ﾓﾛｵｶ ﾏｲ                 大学（4）1 女子

藤田このむ            ﾌｼﾞﾀ ｺﾉﾑ                大学（1）2 女子
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50016
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山大学      
性別:

山川　　崇            ﾔﾏｶﾜ ﾀｶｼ                大学（4）1 男子

駒田　　涼            ｺﾏﾀﾞ ﾘｮｳ                大学（4）2 男子

圓句　祐洋            ｴﾝｸ ﾕｳﾋﾛ                大学（4）3 男子

文野　篤志            ﾌﾞﾝﾉ ｱﾂｼ                大学（3）4 男子

松永　大海            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾐ               大学（2）5 男子

知念　拳吾            ﾁﾈﾝ ｹﾝｺﾞ                大学（2）6 男子

岡本　昂大            ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ              大学（1）7 男子

山本　雄介            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ               大学（1）8 男子

竹田　裕貴            ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ                 大学（1）9 女子

池田　　凛            ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ                 大学（1）10 女子

50028
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀大学        
性別:

池本恵美子            ｲｹﾓﾄ ｴﾐｺ                大学（3）1 女子

大平ちひろ            ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾁﾋﾛ              大学（1）2 女子

51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大学        
性別:

芳田　　充            ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ                大学（5）1 男子

戸口　宗尚            ﾄｸﾞﾁ ﾑﾈﾋｻ               大学（4）2 男子

松原　央樹            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｵｳｷ               大学（4）3 男子

竹島康東司            ﾀｹｼﾏ ﾔｽﾄｼ               大学（4）4 男子

矢木　健策            ﾔｷﾞ ｹﾝｻｸ                大学（3）5 男子

山岡　浩輔            ﾔﾏｵｶ ｺｳｽｹ               大学（3）6 男子

香西　将宏            ｺｳｻﾞｲ ﾏｻﾋﾛ              大学（2）7 男子

小原　和之            ｵﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ               大学（1）8 男子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大学        
性別:

三島　和紀            ﾐｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ               大学（3）1 男子

土居　将也            ﾄﾞｲ ﾏｻﾔ                 大学（2）2 男子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大学        
性別:

佐久間幸城            ｻｸﾏ ﾕｷｼﾛ                大学（3）1 男子

岡崎伶央名            ｵｶｻﾞｷ ﾚｵﾅ               大学（1）2 男子

片山　　東            ｶﾀﾔﾏ ｱﾀﾙ                大学（2）3 男子

滑　　祐斗            ﾅﾒﾗ ﾕｳﾄ                 大学（2）4 男子

岩谷　一樹            ｲﾜﾀﾆ ｶｽﾞｷ               大学（1）5 男子

三丸　　悠            ﾐﾏﾙ ﾕｳ                  大学（1）6 男子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大学        
性別:

竹山　亮太            ﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ               大学（3）1 男子

木原　穂高            ｷﾊﾗ ﾎﾀｶ                 大学（2）2 男子

田中　夏輝            ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ                 大学（1）3 男子

51012
氏名: カナ: 学校:No.:

香川大学        
性別:

山下　美樹            ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ                 大学（4）1 女子

山本　真彩            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｱﾔ                大学（3）2 女子

三好　望美            ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ                大学（2）3 女子
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51013
氏名: カナ: 学校:No.:

鳥取大学        
性別:

竹内　智哉            ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ                大学（3）1 男子

柄澤　　巧            ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ                大学（1）2 男子

51016
氏名: カナ: 学校:No.:

高知大学        
性別:

木下　佳祐            ｷﾉｼﾀ ｹｲｽｹ               大学（3）1 男子

大牟田勇大            ｵｵﾑﾀ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（3）2 男子

野地　祥斗            ﾉｼﾞ ﾅｵﾄ                 大学（3）3 男子

岡田　　洸            ｵｶﾀﾞ ﾋｶﾙ                大学（1）4 男子

山下　綾菜            ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾅ                大学（3）5 女子

瀬戸　千可            ｾﾄ ﾁｶ                   大学（3）6 女子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大学        
性別:

中村　洋介            ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ               大学（3）1 男子

福丸　祐耶            ﾌｸﾏﾙ ﾕｳﾔ                大学（3）2 男子

伊達　大晃            ﾀﾞﾃ ﾋﾛｱｷ                大学（3）3 男子

岩井健太郎            ｲﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ               大学（3）4 男子

廣森　飛鳥            ﾋﾛﾓﾘ ｱｽｶ                大学（3）5 男子

52007
氏名: カナ: 学校:No.:

長崎大          
性別:

岩川　朋之            ｲﾜｶﾜ ﾄﾓﾕｷ               大学（3）1 男子

52009
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本大          
性別:

角田　智浩            ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ               大学（3）1 男子

稲益　幸希            ｲﾅﾏｽ ｺｳｷ                大学（2）2 男子

52014
氏名: カナ: 学校:No.:

佐賀大          
性別:

田中　優光            ﾀﾅｶ ﾏｻﾐﾂ                大学（4）1 男子

廣津留倖一            ﾋﾛﾂﾙ ｺｳｲﾁ               大学（3）2 男子

52019
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿児島大        
性別:

金子　達也            ｶﾈｺ ﾀﾂﾔ                 大学（1）1 男子

52020
氏名: カナ: 学校:No.:

宮崎大          
性別:

河野　　匠            ｶﾜﾉ ﾀｸﾐ                 大学（2）1 男子

藤本　雄大            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ             大学（2）2 男子

田埜誠士郎            ﾀﾉ ｾｲｼﾛｳ                大学（1）3 男子

52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大      
性別:

西川　知弥            ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾔ                大学（3）1 男子

橋本　美穂            ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ                 大学（1）2 女子

53064
氏名: カナ: 学校:No.:

福島大          
性別:

中島　和敬            ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾀｶ             大学（3）1 男子
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53070
氏名: カナ: 学校:No.:

山形大          
性別:

小野寺梨乃            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾉ                大学（2）1 女子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

板倉友香里            ｲﾀｸﾗ ﾕｶﾘ                大学（2）1 女子

53083
氏名: カナ: 学校:No.:

秋田大          
性別:

田上　翔吾            ﾀﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ              大学（3）1 男子

山岡　恒平            ﾔﾏｵｶ ｺｳﾍｲ               大学（1）2 男子

時田　紘志            ﾄｷﾀ ｺｳｼ                 大学（1）3 男子

越後谷健太            ｴﾁｺﾞﾔ ｹﾝﾀ               大学（1）4 男子
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