
第68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（4）1 男子

平　　慧真            ﾀｲﾗ ｹｲﾏ                 大学（1）2 男子

餅田　華子            ﾓﾁﾀﾞ ﾊﾅｺ                大学（1）3 女子

48010
氏名: カナ: 学校:No.:

電気通信大
性別:

福原　魁人            ﾌｸﾊﾗ ｶｲﾄ                大学（3）1 男子

田中　　暁            ﾀﾅｶ ｱｶﾂｷ                大学（3）2 男子

野村　佳佑            ﾉﾑﾗ ｹｲｽｹ                大学（1）3 男子

和泉　玲央            ｲｽﾞﾐ ﾚｵ                 大学（2）4 男子

48019
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜国立大
性別:

春名光太郎            ﾊﾙﾅ ｺｳﾀﾛｳ               大学（3）1 男子

山内　　開            ﾔﾏｳﾁ ｶｲ                 大学（2）2 男子

浜辺　将秀            ﾊﾏﾍﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ              大学（2）3 男子

鈴木　怜太            ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ               大学（1）4 男子

瀬川　大翔            ｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ                大学（1）5 男子

中川　智美            ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ               大学（3）6 女子

加治屋千夏            ｶｼﾞﾔ ﾁﾅﾂ                大学（3）7 女子

早川　和葉            ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾊ               大学（2）8 女子

48021
氏名: カナ: 学校:No.:

埼玉大
性別:

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

佐藤　優磨            ｻﾄｳ ﾕｳﾏ                 大学（2）2 男子

山﨑　勇輝            ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ                大学（2）3 男子

渡辺　夢叶            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ               大学（1）4 男子

堀　　美結            ﾎﾘ ﾐﾕｳ                  大学（3）5 女子

関口　陽弓            ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ               大学（2）6 女子

奥野　綾菜            ｵｸﾉ ｱﾔﾅ                 大学（2）7 女子

山村　志乃            ﾔﾏﾑﾗ ｼﾉ                 大学（1）8 女子

上路　奏来            ｼﾞｮｳｼﾞ ｿﾗ               大学（1）9 女子

48028
氏名: カナ: 学校:No.:

東京農工大
性別:

石井　俊寛            ｲｼｲ ﾄｼﾋﾛ                大学（3）1 男子

芹澤　諒哉            ｾﾘｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ              大学（3）2 男子

村山　航輝            ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｷ                大学（1）3 男子

48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大
性別:

野副　　隼            ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ                大学（3）1 男子

岡野　　新            ｵｶﾉ ｱﾗﾀ                 大学（2）2 男子

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大
性別:

渡部　晃子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ               大学（3）1 女子

相本　美咲            ｱｲﾓﾄ ﾐｻｷ                大学（3）2 女子

吉田あかり            ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ                大学（1）3 女子

石橋　　礼            ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲ                大学（1）4 女子
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48081
氏名: カナ: 学校:No.:

群馬大
性別:

増田　　亮            ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ                大学（2）1 男子

小引　康輔            ｺﾋﾞｷ ｺｳｽｹ               大学（3）2 男子

太田　翔揮            ｵｵﾀ ﾄｷ                  大学（1）3 男子

安達　拓馬            ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾏ                大学（1）4 男子

深作　優介            ﾌｶｻｸ ﾕｳｽｹ               大学（1）5 男子

山口　舞佳            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ               大学（2）6 女子

内田　茉那            ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅ                 大学（1）7 女子

49009
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋大
性別:

菊池　拓哉            ｷｸﾁ ﾀｸﾔ                 大学（2）1 男子

花井　辰希            ﾊﾅｲ ﾀﾂｷ                 大学（2）2 男子

稲葉　夏実            ｲﾅﾊﾞ ﾅﾂﾐ                大学（2）3 女子

49012
氏名: カナ: 学校:No.:

三重大
性別:

三根　光祐            ﾐﾈ ｺｳｽｹ                 大学（4）1 男子

石田　修也            ｲｼﾀﾞ ｼｭｳﾔ               大学（3）2 男子

49013
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋市立大
性別:

横井　里佳            ﾖｺｲ ﾘｶ                  大学（4）1 女子

水野早季子            ﾐｽﾞﾉ ｻｷｺ                大学（3）2 女子

原田　愛弓            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ                大学（3）3 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大
性別:

友岡　大介            ﾄﾓｵｶ ﾀﾞｲｽｹ              大学（1）1 男子

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

山下　夏穂            ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾎ                大学（3）3 女子

川上　　心            ｶﾜｶﾐ ｺｺﾛ                大学（2）4 女子

49015
氏名: カナ: 学校:No.:

金沢大
性別:

目細　広大            ﾒﾎﾞｿ ｺｳﾀﾞｲ              大学（3）1 男子

深谷　太一            ﾌｶﾀﾆ ﾀｲﾁ                大学（2）2 男子

髙野　園子            ﾀｶﾉ ｿﾉｺ                 大学（4）3 女子

西川　亜矢            ﾆｼｶﾜ ｱﾔ                 大学（2）4 女子

駒崎　絢音            ｺﾏｻﾞｷ ｱﾔﾈ               大学（3）5 女子

大川　いふ            ｵｵｶﾜ ｲﾌ                 大学（1）6 女子

49018
氏名: カナ: 学校:No.:

信州大
性別:

高島　稜生            ﾀｶｼﾏ ｲﾂｷ                大学（2）1 男子

樽屋　賢汰            ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ                 大学（1）2 男子

永野　史登            ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐﾄ                大学（1）3 男子
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49024
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋工業大
性別:

増田慎太郎            ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ              大学（3）1 男子

廣瀬　優輔            ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ                大学（2）2 男子

荒居　隼冬            ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ                 大学（3）3 男子

杉浦　拓望            ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾐ               大学（1）4 男子

玉村　公佑            ﾀﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ               大学（1）5 男子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪市立大
性別:

井上　貴裕            ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ               大学（4）1 男子

吉田　樹生            ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｷ                大学（4）2 男子

下村　　優            ｼﾓﾑﾗ ﾕｳ                 大学（3）3 男子

香月　佑太            ｶﾂｷ ﾕｳﾀ                 大学（2）4 男子

水田　陸斗            ﾐｽﾞﾀ ﾘｸﾄ                大学（2）5 男子

50016
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山大
性別:

松浦　尚輝            ﾏﾂｳﾗ ﾅｵｷ                大学（3）1 男子

今村　脩人            ｲﾏﾑﾗ ｼｭｳﾄ               大学（3）2 男子

仙波　　拓            ｾﾝﾊﾞ ﾀｸ                 大学（2）3 男子

荒木　颯太            ｱﾗｷ ｿｳﾀ                 大学（1）4 男子

樋口　茉唯            ﾋｸﾞﾁ ﾏｲ                 大学（1）5 女子

50025
氏名: カナ: 学校:No.:

京都大
性別:

福田優二郎            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ             大学（2）1 男子

松本　直己            ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ                大学（1）2 男子

下田　　桜            ｼﾓﾀﾞ ｻｸﾗ                大学（1）3 女子

50028
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀大
性別:

小畑翔太朗            ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ             大学（3）1 男子

橋本　健吾            ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｺﾞ               大学（3）2 男子

杉山　裕飛            ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ               大学（3）3 男子

水野　智貴            ﾐｽﾞﾉ ﾓﾄｷ                大学（1）4 男子

山川　瑛士            ﾔﾏｶﾜ ｴｲｼﾞ               大学（1）5 男子

50029
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪府立大
性別:

宮本凌太朗            ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ             大学（4）1 男子

渡邊　資生            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ               大学（3）2 男子

谷口　凌平            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ             大学（3）3 男子

岡山　　雅            ｵｶﾔﾏ ﾏｻｼ                大学（2）4 男子

久井　花恋            ﾋｻｲ ｶﾚﾝ                 大学（2）5 女子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

掛水健太郎            ｶｹﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ             大学（4）1 男子

森本　剛平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               大学（3）2 男子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大
性別:

細川　幸希            ﾎｿｶﾜ ｺｳｷ                大学（3）1 男子
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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（3）1 男子

吉本　　陸            ﾖｼﾓﾄ ﾘｸ                 大学（2）2 男子

須藤　尚之            ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ               大学（1）3 男子

岸田　　蓮            ｷｼﾀﾞ ﾚﾝ                 大学（1）4 男子

高柳　芽依            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾒｲ               大学（2）5 女子

51017
氏名: カナ: 学校:No.:

海上保安大
性別:

瀬戸口凜音            ｾﾄｸﾞﾁ ﾘｵﾝ               大学（3）1 男子

加藤　啓太            ｶﾄｳ ｹｲﾀ                 大学（3）2 男子

木之下拓海            ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ                大学（3）3 男子

52019
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿児島大
性別:

紙屋　光希            ｶﾐﾔ ｺｳｷ                 大学（2）1 男子

田山　舜晟            ﾀﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ               大学（3）2 男子

坂田　　祥            ｻｶﾀ ｼｮｳ                 大学（1）3 男子

佐藤　駿介            ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ               大学（1）4 男子

森山　綾子            ﾓﾘﾔﾏ ｱﾔｺ                大学（3）5 女子

北住　優佳            ｷﾀｽﾞﾐ ﾕｳｶ               大学（3）6 女子

52020
氏名: カナ: 学校:No.:

宮崎大
性別:

久山　真海            ﾋｻﾔﾏ ﾏｻﾐ                大学（4）1 男子

太田　和樹            ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ                大学（2）2 男子

向後　隼輔            ｺｳｺﾞ ｼｭﾝｽｹ              大学（1）3 男子

52075
氏名: カナ: 学校:No.:

北九州市立大
性別:

本村　萌夏            ﾓﾄﾑﾗ ﾎﾉｶ                大学（1）1 女子

52084
氏名: カナ: 学校:No.:

名桜大
性別:

溜衛　智樹            ﾀﾏﾘｴ ﾄﾓｷ                大学（3）1 男子

53069
氏名: カナ: 学校:No.:

小樽商科大
性別:

太田　美聡            ｵｵﾀ ﾐｻﾄ                 大学（2）1 女子

折居ひろは            ｵﾘｲ ﾋﾛﾊ                 大学（1）2 女子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大
性別:

須田　大輝            ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ                大学（4）1 男子

中島　慶乃            ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾉ               大学（2）2 女子

曲山　碧海            ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾀﾏﾐ              大学（1）3 女子
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53083
氏名: カナ: 学校:No.:

秋田大
性別:

吉田　健人            ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ                大学（3）1 男子

北中　洸介            ｷﾀﾅｶ ｺｳｽｹ               大学（2）2 男子

千明　彩乃            ﾁｷﾞﾗ ｱﾔﾉ                大学（4）3 女子

瀬戸　秋香            ｾﾄ ｼｭｳｶ                 大学（5）4 女子

袴田　那央            ﾊｶﾏﾀﾞ ﾅｵ                大学（3）5 女子

佐々木捺子            ｻｻｷ ﾅﾂｺ                 大学（3）6 女子

石田　梨沙            ｲｼﾀﾞ ﾘｻ                 大学（1）7 女子

53095
氏名: カナ: 学校:No.:

弘前大
性別:

堀内　望玖            ﾎﾘｳﾁ ﾐｸ                 大学（1）1 女子
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