
第97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:

入内嶋　海            ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｶｲ              大学（4）1 男子

三浦　颯太            ﾐｳﾗ ｿｳﾀ                 大学（1）2 男子

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大
性別:

中浜　亮太            ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ               大学（4）1 男子

山本　　駿            ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ                大学（4）2 男子

伊藤　悠杏            ｲﾄｳ ﾕｱﾝ                 大学（3）3 男子

古川　裕基            ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ                大学（1）4 男子

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大
性別:

北﨑　　慎            ｷﾀｻﾞｷ ｼﾝ                大学（3）1 男子

高野　竜也            ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ                大学（3）2 男子

安齋　叶空            ｱﾝｻﾞｲ ﾄｱ                大学（2）3 男子

時川　叶夢            ﾄｷｶﾞﾜ ｶﾅﾑ               大学（1）4 男子

塩入　涼葉            ｼｵｲﾘ ｽｽﾞﾊ               大学（4）5 女子

中島　海聖            ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ               大学（2）6 女子

家登美櫻子            ｶﾄ ﾐｵｺ                  大学（1）7 女子

田中　夢乃            ﾀﾅｶ ﾕﾉ                  大学（1）8 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（3）1 女子

岩﨑　　蘭            ｲﾜｻｷ ﾗﾝ                 大学（2）2 女子

48018
氏名: カナ: 学校:No.:

立正大
性別:

倉田　拓海            ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ                 大学（4）1 男子

塚田京之介            ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾉｽｹ             大学（3）2 男子

福光　海斗            ﾌｸﾐﾂ ｶｲﾄ                大学（3）3 男子

内藤　雄也            ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾔ                大学（2）4 男子

高田伊武紀            ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ               大学（1）5 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（3）1 男子

奥山丈太郎            ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ            大学（2）2 男子

足立　　開            ｱﾀﾞﾁ ｶｲ                 大学（1）3 男子

藤永　直透            ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅｵﾕｷ             大学（1）4 男子

秋山　理沙            ｱｷﾔﾏ ﾘｻ                 大学（4）5 女子

栗栖　菜々            ｸﾘｽ ﾅﾅ                  大学（3）6 女子

中村　マヤ            ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ                 大学（2）7 女子

妻井　眞音            ﾂﾏｲ ﾏﾉﾝ                 大学（1）8 女子

豊田　聖華            ﾄﾖﾀﾞ ｾｲｶ                大学（1）9 女子
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48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大
性別:

渋谷　晃樹            ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ                大学（4）1 男子

中村　祐輔            ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ               大学（4）2 男子

宮澤　佑基            ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ               大学（2）3 男子

藤原　秀斗            ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾄ              大学（1）4 男子

一戸　亜美            ｲﾁﾉﾍ ﾂｸﾞﾐ               大学（3）5 女子

中園　千尋            ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ               大学（3）6 女子

福田　　葵            ﾌｸﾀﾞ ｱｵｲ                大学（3）7 女子

山崎　千帆            ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾎ                大学（3）8 女子

小野寺愛結            ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾕ                大学（1）9 女子

福田　莉子            ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ                 大学（1）10 女子

福原　唯夏            ﾌｸﾊﾗ ﾕｲｶ                大学（1）11 女子

藪　　美桜            ﾔﾌﾞ ﾐｵ                  大学（1）12 女子

48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大
性別:

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

依田　　塁            ﾖﾀﾞ ﾙｲ                  大学（1）2 男子

下村　美結            ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ                 大学（1）3 女子

前田　なな            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ                 大学（1）4 女子

48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大
性別:

浅野　貴臣            ｱｻﾉ ﾀｶｵﾐ                大学（4）1 男子

安達　瑛大            ｱﾀﾞﾁ ｴｲﾄ                大学（4）2 男子

福池　真白            ﾌｸｲｹ ﾏｼﾛ                大学（2）3 男子

桐山　心成            ｷﾘﾔﾏ ｼﾅ                 大学（1）4 男子

永藤　修一            ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ             大学（1）5 男子

野村　響生            ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ                大学（1）6 男子

川原　舞夏            ｶﾜﾊﾗ ﾏｲｶ                大学（3）7 女子

野村　紫乃            ﾉﾑﾗ ｼﾉ                  大学（3）8 女子

矢沢　美嶺            ﾔｻﾞﾜ ﾐﾚ                 大学（3）9 女子

渡邊　真衣            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ                大学（2）10 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（4）1 男子

本間　尚輝            ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ                 大学（4）2 男子

市川　晟寛            ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ               大学（3）3 男子

新川　久遠            ｼﾝｶﾜ ｸｵﾝ                大学（2）4 男子

川原　結夏            ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｶ                大学（4）5 女子

川邉みなみ            ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅﾐ                大学（3）6 女子

48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大
性別:

巴　　鳳孝            ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ                大学（3）1 男子

保科　洸貴            ﾎｼﾅ ｺｳｷ                 大学（3）2 男子

宮坂　　咲            ﾐﾔｻｶ ｻｷ                 大学（3）3 女子

齊木かのん            ｻｲｷ ｶﾉﾝ                 大学（2）4 女子

藤原　由唯            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ                大学（2）5 女子

舩木　雅菜            ﾌﾅｷ ﾏｻﾅ                 大学（2）6 女子
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48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大
性別:

小野　舞夏            ｵﾉ ﾏｲｶ                  大学（1）1 女子

48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大
性別:

辻山　歩夢            ﾂｼﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ               大学（2）1 男子

小林　優太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ               大学（1）2 男子

望月美優香            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ               大学（2）3 女子

48052
氏名: カナ: 学校:No.:

東洋大
性別:

神田　晴圭            ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙﾖｼ               大学（3）1 男子

須藤　大地            ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ               大学（3）2 男子

永島　直樹            ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵｷ               大学（2）3 男子

百瀬　結輝            ﾓﾓｾ ﾕｳｷ                 大学（1）4 男子

石井　真歩            ｲｼｲ ﾏｱﾕ                 大学（4）5 女子

磯部　沙綾            ｲｿﾍﾞ ｻｱﾔ                大学（4）6 女子

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大
性別:

伊藤　新盛            ｲﾄｳ ｼﾝｾｲ                大学（4）1 男子

田中　航希            ﾀﾅｶ ｺｳｷ                 大学（4）2 男子

菅野　　遼            ｶﾝﾉ ﾘｮｳ                 大学（2）3 男子

井ノ口茉里            ｲﾉｸﾞﾁ ﾏﾘ                大学（4）4 女子

大塚咲希歩            ｵｵﾂｶ ｻｷﾎ                大学（3）5 女子

長谷明音衣            ﾊｾ ｱｵｲ                  大学（2）6 女子

川口　栞奈            ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾝﾅ               大学（1）7 女子

48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大
性別:

福澤　真平            ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ             大学（3）1 男子

栗山　百花            ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ                大学（1）2 女子

48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大
性別:

木村　優太            ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ                 大学（4）1 男子

西沢　優作            ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ              大学（4）2 男子

平島　琢大            ﾋﾗｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ              大学（4）3 男子

桜井　莉伽            ｻｸﾗｲ ﾘｶ                 大学（3）4 女子

竹山　睦月            ﾀｹﾔﾏ ﾑﾂｷ                大学（2）5 女子
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48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大
性別:

肥田廉太郎            ﾋﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ               大学（4）1 男子

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

奥田　壮太            ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ                大学（2）3 男子

長谷川　盾            ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ              大学（2）4 男子

上野　将矢            ｳｴﾉ ﾏｻﾔ                 大学（1）5 男子

川名　龍心            ｶﾜﾅ ﾘｭｳｼﾝ               大学（1）6 男子

嵯峨　　皐            ｻｶﾞ ｻﾂｷ                 大学（4）7 女子

菅谷　涼乃            ｽｶﾞﾔ ｽｽﾞﾉ               大学（4）8 女子

高橋　花子            ﾀｶﾊｼ ﾊﾅｺ                大学（4）9 女子

菊地　夏佳            ｷｸﾁ ﾅﾂｶ                 大学（3）10 女子

平石　優花            ﾋﾗｲｼ ﾕｳｶ                大学（3）11 女子

48119
氏名: カナ: 学校:No.:

城西大
性別:

関　蒼一郎            ｾｷ ｿｳｲﾁﾛｳ               大学（2）1 男子

48120
氏名: カナ: 学校:No.:

帝京大
性別:

多田　　樹            ﾀﾀﾞ ﾀﾂｷ                 大学（3）1 男子

井上　晴輝            ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ                大学（2）2 男子

小西　佑茉            ｺﾆｼ ﾕｳﾏ                 大学（2）3 男子

木村　圭佑            ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ                大学（1）4 男子

豊澤凜太郎            ﾄﾖｻﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ              大学（1）5 男子

48203
氏名: カナ: 学校:No.:

桐蔭横浜大
性別:

石田　俊輔            ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              大学（4）1 男子

前場　洋輝            ﾏｴﾊﾞ ﾋﾛｷ                大学（2）2 男子

矢島　夏洋            ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ               大学（2）3 男子

屋和田　諒            ﾔﾜﾀ ﾘｮｳ                 大学（2）4 男子

和田　雄向            ﾜﾀﾞ ﾕｳｶﾞ                大学（1）5 男子

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大
性別:

髙橋　龍平            ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ              大学（3）1 男子

アル・アダウィイ      ｱﾙｱﾀﾞｳｨ ｲｻ              2 男子

宮脇　礼依            ﾐﾔﾜｷ ﾚｲ                 大学（1）3 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（2）1 男子

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

西川　香澄            ﾆｼｶﾜ ｶｽﾐ                大学（4）3 女子

高橋　美空            ﾀｶﾊｼ ﾐｸ                 大学（3）4 女子

音喜多七心            ｵﾄｷﾀ ﾅﾅﾐ                大学（2）5 女子

松浦　心叶            ﾏﾂｳﾗ ｺﾉｶ                大学（2）6 女子

小林こころ            ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ               大学（1）7 女子
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49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大
性別:

関口　凌聖            ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ             大学（2）1 男子

後藤　崚太            ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ               大学（1）2 男子

宮﨑　　悠            ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳ                大学（1）3 男子

石川　琴巳            ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ                大学（2）4 女子

大島　彩奈            ｵｵｼﾏ ｱﾔﾅ                大学（2）5 女子

49028
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟大
性別:

灰野　梨央            ﾊｲﾉ ﾘｵ                  大学（3）1 女子

青柳　知夏            ｱｵﾔｷﾞ ﾁｶ                大学（1）2 女子

土橋　　輝            ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋｶﾙ               大学（1）3 女子

49032
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大
性別:

余村　花梨            ﾖﾑﾗ ｶﾘﾝ                 大学（4）1 女子

金森　あい            ｶﾅﾓﾘ ｱｲ                 大学（3）2 女子

大内　紗雪            ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ                大学（2）3 女子

49035
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜聖徳学大
性別:

水谷　淳貴            ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｷ               大学（3）1 男子

山本　壱征            ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ               大学（3）2 男子

青木　琢磨            ｱｵｷ ﾀｸﾏ                 大学（1）3 男子

浅野　凪都            ｱｻﾉ ﾅｷﾞﾄ                大学（1）4 男子

寺島　健太            ﾃﾗｼﾏ ｹﾝﾀ                大学（1）5 男子

清水　夏海            ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ                大学（2）6 女子

49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大
性別:

氏家　彩乃            ｳｼﾞｲｴ ｱﾔﾉ               大学（4）1 女子

青嶋　瑠菜            ｱｵｼﾏ ﾙﾅ                 大学（3）2 女子

井上　妃菜            ｲﾉｳｴ ﾋﾅ                 大学（3）3 女子

佐藤　夏希            ｻﾄｳ ﾅﾂｷ                 大学（2）4 女子

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（4）1 男子

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（4）1 男子

大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                大学（3）2 男子

悦過　大知            ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ                大学（2）3 男子

二宮　亮太            ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ               大学（2）4 男子

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大
性別:

林　みのり            ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                 大学（4）1 女子

溝淵　真由            ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏﾕ               大学（4）2 女子

50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大
性別:

渡邉　美有            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ                大学（2）1 女子
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50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大
性別:

山本康司郎            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ             大学（4）1 男子

鈴木　翔太            ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ               大学（2）2 男子

西元　優真            ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾏ                大学（2）3 男子

50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大
性別:

村尾　知紀            ﾑﾗｵ ﾄﾓｷ                 大学（3）1 男子

中田　晃輔            ﾅｶﾀﾞ ｺｳｽｹ               大学（2）2 男子

50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大
性別:

池田　隆晟            ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              大学（4）1 男子

貝桝　壮汰            ｶｲﾏｽ ｿｳﾀ                大学（4）2 男子

種村　颯太            ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ                大学（4）3 男子

松永　　和            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾜﾗ               大学（4）4 男子

岩佐磨亜沙            ｲﾜｻ ﾏｱｻ                 大学（4）5 女子

北田　　祥            ｷﾀﾀﾞ ｻﾁ                 大学（4）6 女子

浅井　奈彩            ｱｻｲ ﾅｱﾔ                 大学（3）7 女子

小山　黎菜            ｺﾔﾏ ﾚﾅ                  大学（2）8 女子

50021
氏名: カナ: 学校:No.:

同志社大
性別:

原　　大地            ﾊﾗ ﾀｲﾁ                  大学（4）1 男子

杉原　康平            ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ              大学（3）2 男子

寺島　俊結            ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭﾝﾕｳ             大学（2）3 男子

峰尾　　迅            ﾐﾈｵ ｼﾞﾝ                 大学（2）4 男子

古谷野利紗            ｺﾔﾉ ﾘｻ                  大学（1）5 女子

白石　楓佳            ｼﾗｲｼ ﾌｳｶ                大学（1）6 女子

橋本　萌夏            ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ                大学（1）7 女子

50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大
性別:

塚本ひなた            ﾂｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ                大学（4）1 女子

寺西　香凜            ﾃﾗﾆｼ ｶﾘﾝ                大学（2）2 女子

野瀬　理紗            ﾉｾ ﾘｻ                   大学（2）3 女子

小野ひなた            ｵﾉ ﾋﾅﾀ                  大学（1）4 女子

小塚　美輝            ｺﾂﾞｶ ﾐｷ                 大学（1）5 女子

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大
性別:

篠野　　司            ｻｻﾉ ﾂｶｻ                 大学（4）1 男子

山本　そら            ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ                 大学（2）2 男子

谷　　裕果            ﾀﾆ ﾕｳｶ                  大学（4）3 女子

横田　杏圭            ﾖｺﾀ ｷｮｳｶ                大学（3）4 女子

林　　依茉            ﾊﾔｼ ｴﾏ                  大学（2）5 女子
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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（4）1 男子

大橋　俊輝            ｵｵﾊｼ ﾄｼｷ                大学（3）2 男子

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

白鷺　　旭            ｼﾗｻｷﾞ ｱｻﾋ               大学（1）4 男子

北村　　萌            ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ                 大学（4）5 女子

川﨑　麻衣            ｶﾜｻｷ ﾏｲ                 大学（2）6 女子

千葉　美南            ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ                 大学（2）7 女子

土本　夕愛            ﾂﾁﾓﾄ ﾕｱ                 大学（1）8 女子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

川原　大雅            ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ               大学（4）1 男子

瀬戸　禅貴            ｾﾄ ﾕｽﾞｷ                 大学（2）2 男子

多田　貴資            ﾀﾀﾞ ﾀｶｼ                 大学（1）3 男子

卷幡　　樂            ﾏｷﾊﾀ ﾗｸ                 大学（3）4 女子

柳生　笑利            ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ                大学（2）5 女子

大高八重子            ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ                大学（1）6 女子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大
性別:

井尻　悠晴            ｲｼﾞﾘ ﾕｳｾｲ               大学（2）1 男子

鉄増　将基            ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ               大学（2）2 男子

丸山野虹輝            ﾏﾙﾔﾏﾉ ｺｳｷ               大学（1）3 男子

宮本　滉聖            ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｾｲ               大学（1）4 男子

51013
氏名: カナ: 学校:No.:

鳥取大
性別:

北村　潮音            ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾈ                大学（3）1 女子

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

髙尾　青奈            ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ                 大学（1）3 女子

森田　紗和            ﾓﾘﾀ ｻﾜ                  大学（1）4 女子

51014
氏名: カナ: 学校:No.:

松山大
性別:

芝　　祐誠            ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ                大学（3）1 男子

鈴木　　良            ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ                大学（1）2 男子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大
性別:

畠中　崚志            ﾊﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ             大学（3）1 男子

増野龍之介            ﾏｽﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ              大学（3）2 男子

丸岡　拓己            ﾏﾙｵｶ ﾀｸﾐ                大学（2）3 男子

51046
氏名: カナ: 学校:No.:

川崎医福大
性別:

高田　真菜            ﾀｶﾀ ﾏﾅ                  大学（2）1 女子

52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大
性別:

小林　達郎            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾛｳ              大学（1）1 男子

塚本　珠未            ﾂｶﾓﾄ ﾀﾏﾐ                大学（3）2 女子

中村　舞羽            ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ                大学（1）3 女子
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52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大
性別:

内田　好乃            ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉ                大学（3）1 女子

中村　美咲            ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ                大学（3）2 女子

平井　野歩            ﾋﾗｲ ﾉﾎ                  大学（3）3 女子

吉田　朝美            ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾐ                大学（2）4 女子

吉田　史佳            ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｶ                大学（1）5 女子

52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大
性別:

讃岐　百花            ｻﾇｷ ﾓﾓｶ                 大学（4）1 女子

52055
氏名: カナ: 学校:No.:

九州共立大
性別:

嶺　　和希            ﾐﾈ ｶｽﾞｷ                 大学（3）1 男子

江原　奈穂            ｴﾊﾗ ﾅﾎ                  大学（2）2 女子

渡辺　三空            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ                大学（2）3 女子

永嶌　莉子            ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｺ                大学（1）4 女子

53063
氏名: カナ: 学校:No.:

仙台大
性別:

大沼　明美            ｵｵﾇﾏ ｱｹﾐ                大学（3）1 女子

遠藤　怜那            ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲﾅ               大学（2）2 女子

藤田美華湖            ﾌｼﾞﾀ ﾊﾅｺ                大学（2）3 女子

大槻　優奈            ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ                大学（1）4 女子

渡部　真子            ﾜﾀﾍﾞ ﾏｺ                 大学（1）5 女子

53066
氏名: カナ: 学校:No.:

東北大
性別:

星野祐一郎            ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ              大学（4）1 男子

大槻　　翼            ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ               大学（3）2 男子

齋藤　鷹成            ｻｲﾄｳ ﾀｶﾅﾘ               大学（1）3 男子

森山　翔瑛            ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳｴｲ              大学（1）4 男子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大
性別:

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

吉宮隆之介            ﾖｼﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ             大学（3）2 男子

槌谷　尚起            ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ                 大学（1）3 男子

53093
氏名: カナ: 学校:No.:

東北福祉大
性別:

菊地　芽唯            ｷｸﾁ ﾒｲ                  大学（3）1 女子
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