
第69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:

石渡　祐也 ｲｼﾜﾀﾘ ﾕｳﾔ 大学（2）1 男子

小澤　信弘 ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大学（1）2 男子

餅田　華子 ﾓﾁﾀﾞ ﾊﾅｺ 大学（2）3 女子

藤田　桜子 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗｺ 大学（1）4 女子

望月　千紗 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾁｻ 大学（1）5 女子

徳留　采音 ﾄｸﾄﾞﾒ ｺﾄﾈ 大学（1）6 女子

48014
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜市立大
性別:

田中　羽海            ﾀﾅｶ ｳﾐ                  大学（1）1 女子

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（4）1 男子

山内　　開            ﾔﾏｳﾁ ｶｲ                 大学（3）2 男子

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

瀬川　大翔            ｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ                大学（2）4 男子

浜田　陽太            ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳﾀ                大学（1）5 男子

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（4）1 男子

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

渡辺　夢叶            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ               大学（2）3 男子

田中　大翔            ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ                 大学（1）4 男子

石井　真生            ｲｼｲ ﾏｻｷ                 大学（1）5 男子

横川智奈美            ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾐ                大学（4）6 女子

関口　陽弓            ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ               大学（3）7 女子

山村　志乃            ﾔﾏﾑﾗ ｼﾉ                 大学（2）8 女子

八木陽菜子            ﾔｷﾞ ﾋﾅｺ                 大学（1）9 女子

中村　　藍            ﾅｶﾑﾗ ｱｲ                 大学（1）10 女子

48022
氏名: カナ: 学校:No.:

東京都立大
性別:

米田　純菜            ﾖﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ              大学（3）1 女子

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大
性別:

河本　奈巳            ｺｳﾓﾄ ﾅﾐ                 大学（4）1 女子

48028
氏名: カナ: 学校:No.:

東京農工大
性別:

金澤　里佳            ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｶ                大学（3）1 女子

山口　梨沙            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｻ                大学（3）2 女子

48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大
性別:

石川　大智            ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ               大学（1）1 男子
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48058
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉大
性別:

北村　　悠            ｷﾀﾑﾗ ﾕｳ                 大学（3）1 男子

大江　智陽            ｵｵｴ ﾄﾓﾊﾙ                大学（4）2 男子

郷田　大地            ｺﾞｳﾀ ﾀﾞｲﾁ               大学（3）3 男子

上森　一慶            ｳﾜﾓﾘ ｲｯｹｲ               大学（1）4 男子

48061
氏名: カナ: 学校:No.:

防衛大
性別:

光澤　知花            ﾐﾂｻﾜ ﾁｶ                 大学（4）1 女子

古島　乃亜            ﾌﾙｼﾏ ﾉｱ                 大学（4）2 女子

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大
性別:

畑田　拳志            ﾊﾀﾀﾞ ｹﾝｼ                大学（1）1 男子

森　柊太朗            ﾓﾘ ｼｭｳﾀﾛｳ               大学（2）2 男子

石橋　　礼            ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲ                大学（2）3 女子

48081
氏名: カナ: 学校:No.:

群馬大
性別:

太田　翔揮            ｵｵﾀ ﾄｷ                  大学（2）1 男子

深作　優介            ﾌｶｻｸ ﾕｳｽｹ               大学（2）2 男子

小林　　聖            ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ               大学（2）3 男子

山田　灯流            ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲﾙ                大学（1）4 男子

48088
氏名: カナ: 学校:No.:

高崎経済大
性別:

南出　花凜            ﾐﾅﾐﾃﾞ ｶﾘﾝ               大学（2）1 女子

舘　　　歩            ﾀﾁ ｱﾕﾘ                  大学（1）2 女子

遠藤　　結            ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｲ                大学（1）3 女子

49009
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋大
性別:

岡　　学澄            ｵｶ ﾏﾅﾄ                  大学（2）1 男子

宮川　健伸            ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｼﾝ               大学（1）2 男子

小嶋　優菜            ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾅ                大学（2）3 女子

49010
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大
性別:

藤崎　雄大            ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ             大学（3）1 男子

安藤　　暉            ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾄﾑ               大学（1）2 男子

49011
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡大
性別:

金沢　一平            ｶﾅｻﾞﾜ ｲｯﾍﾟｲ             大学（4）1 男子

山下　一也            ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ               大学（3）2 男子

安藤　翔拓            ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ              大学（1）3 男子

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（4）2 男子

兵藤　神月            ﾋｮｳﾄﾞｳ ｶﾂﾞｷ             大学（1）3 男子

小森　柚季            ｺﾓﾘ ﾕｽﾞｷ                大学（3）4 女子
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49013
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋市立大
性別:

山田　有輝            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ                大学（3）1 男子

川口　諒大            ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ              大学（3）2 男子

河合　駿弥            ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ                大学（2）3 男子

中出　拓真            ﾅｶﾃﾞ ﾀｸﾏ                大学（1）4 男子

若尾　朱莉            ﾜｶｵ ｱｶﾘ                 大学（2）5 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大
性別:

久保　美咲            ｸﾎﾞ ﾐｻｷ                 大学（4）1 女子

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

川上　　心            ｶﾜｶﾐ ｺｺﾛ                大学（3）3 女子

49015
氏名: カナ: 学校:No.:

金沢大
性別:

斎木涼太郎            ｻｲｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ              大学（1）1 男子

49018
氏名: カナ: 学校:No.:

信州大
性別:

磯部　怜大            ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ               大学（4）1 男子

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

永野　史登            ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐﾄ                大学（2）3 男子

49024
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋工業大
性別:

廣瀬　優輔            ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ                大学（3）1 男子

杉浦　拓望            ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾐ               大学（2）2 男子

笹川　颯斗            ｻｻｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ               大学（2）3 男子

兼岩　快空            ｶﾈｲﾜ ﾖｼﾀｶ               大学（1）4 男子

49028
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟大
性別:

菅井　睦斗            ｽｶﾞｲ ｱﾂﾄ                大学（2）1 男子

白石　敦士            ｼﾗｲｼ ｱﾂｼ                大学（2）2 男子

関　麟太郎            ｾｷ ﾘﾝﾀﾛｳ                大学（1）3 男子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大
性別:

森　　花菜            ﾓﾘ ﾊﾅ                   大学（1）1 女子

50004
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪公立大
性別:

上田　将大            ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ               大学（4）1 男子

豊田　悠希            ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｷ                大学（2）2 男子

森　　大地            ﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ                 大学（3）3 男子

水田　陸斗            ﾐｽﾞﾀ ﾘｸﾄ                大学（3）4 男子

福本　雄大            ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（2）5 男子

槙山　和樹            ﾏｷﾔﾏ ｶｽﾞｷ               大学（1）6 男子

井上　栞梨            ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ                大学（2）7 女子
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50016
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山大
性別:

仙波　　拓            ｾﾝﾊﾞ ﾀｸ                 大学（3）1 男子

生田　達也            ｲｸﾀ ﾀﾂﾔ                 大学（2）2 男子

荒木　颯太            ｱﾗｷ ｿｳﾀ                 大学（2）3 男子

日野　羅壱            ﾋﾉ ﾗｲﾁ                  大学（1）4 男子

50025
氏名: カナ: 学校:No.:

京都大
性別:

松田　裕道            ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ               大学（4）1 男子

西垣　雄規            ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ               大学（2）2 男子

50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市立高専
性別:

植田虎太郎            ｳｴﾀﾞ ｺﾀﾛｳ               大学（2）1 男子

下濱　　快            ｼﾓﾊﾏ ｶｲ                 大学（1）2 男子

上岡　右京            ｶﾐｵｶ ｳｷｮｳ               大学（1）3 男子

江原　大智            ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ                大学（1）4 男子

50094
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県立大
性別:

穴瀬　龍汰            ｱﾅｾ ﾘｭｳﾀ                大学（3）1 男子

稲村　　慧            ｲﾅﾑﾗ ｱｷﾗ                大学（3）2 男子

高辻　誠也            ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾔ               大学（4）3 男子

原　　優斗            ﾊﾗ ﾕｳﾄ                  大学（1）4 男子

51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大
性別:

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             大学（2）1 男子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大
性別:

根本祐一郎            ﾈﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ              大学（4）1 男子

仙田　知命            ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ               大学（4）2 男子

51004
氏名: カナ: 学校:No.:

島根大
性別:

青木　佑真            ｱｵｷ ﾕｳﾏ                 大学（3）1 男子

田﨑　響己            ﾀｻｷ ﾋﾋﾞｷ                大学（3）2 男子

平井　　克            ﾋﾗｲ ｽｸﾞﾙ                大学（3）3 男子

中本　郁弥            ﾅｶﾓﾄ ﾌﾐﾔ                大学（2）4 男子

51012
氏名: カナ: 学校:No.:

香川大
性別:

岡本　和波            ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾊ               大学（2）1 男子

後藤　彩音            ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾈ                大学（1）2 女子

51013
氏名: カナ: 学校:No.:

鳥取大
性別:

岡島　悠斗            ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ               大学（2）1 男子

細田　賢汰            ﾎｿﾀﾞ ｹﾝﾀ                大学（2）2 男子

須藤　尚之            ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ               大学（2）3 男子

岸田　　蓮            ｷｼﾀﾞ ﾚﾝ                 大学（2）4 男子

岡本　大翔            ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ                大学（1）5 男子

髙濵　咲月            ﾀｶﾊﾏ ｻﾂｷ                大学（2）6 女子
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51016
氏名: カナ: 学校:No.:

高知大
性別:

山脇　治華            ﾔﾏﾜｷ ﾊﾙｶ                大学（4）1 女子

佐古田彩里            ｻｺﾀﾞ ﾋｶﾘ                大学（1）2 女子

51017
氏名: カナ: 学校:No.:

海上保安大
性別:

加藤　啓太            ｶﾄｳ ｹｲﾀ                 大学（4）1 男子

木之下拓海            ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ                大学（4）2 男子

奥野　真央            ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ                 大学（2）3 男子

小原慶師朗            ｵﾊﾞﾗ ｹｲｼﾛｳ              大学（2）4 男子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大
性別:

志和　尚希            ｼﾜ ﾅｵｷ                  大学（2）1 男子

薬師寺逸生            ﾔｸｼｼﾞ ｲﾂｷ               大学（1）2 男子

51074
氏名: カナ: 学校:No.:

松江工業高専
性別:

野田　　葵            ﾉﾀﾞ ｱｵｲ                 大学（2）1 女子

52003
氏名: カナ: 学校:No.:

九州工業大
性別:

山根　遼大            ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾀ                大学（2）1 男子

52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大
性別:

田村　結花            ﾀﾑﾗ ﾕｲｶ                 大学（4）1 女子

52007
氏名: カナ: 学校:No.:

長崎大
性別:

長澤　祐太            ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾀ               大学（1）1 男子

52009
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本大
性別:

山﨑奈央子            ﾔﾏｻｷ ﾅｵｺ                大学（2）1 女子

52012
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本県立大
性別:

緒方　遥南            ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ                大学（2）1 女子

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（3）1 男子

坂田　　祥            ｻｶﾀ ｼｮｳ                 大学（2）2 男子

佐藤　駿介            ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ               大学（2）3 男子

津田　幸輝            ﾂﾀﾞ ｺｳｷ                 大学（1）4 男子

52020
氏名: カナ: 学校:No.:

宮崎大
性別:

生森　悠太            ｲｷﾓﾘ ﾕｳﾀ                大学（4）1 男子

戸出　和克            ﾄﾃﾞ ﾏｻｶﾂ                大学（2）2 男子

太田　和樹            ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ                大学（3）3 男子
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52021
氏名: カナ: 学校:No.:

琉球大
性別:

小林　龍太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ              大学（4）1 男子

荒木　龍馬            ｱﾗｷ ﾘｮｳﾏ                大学（4）2 男子

田之上旺介            ﾀﾉｳｴ ｵｳｽｹ               大学（2）3 男子

渡久山未来            ﾄｸﾔﾏ ﾐｸ                 大学（3）4 女子

新垣みずほ            ｱﾗｶｷ ﾐｽﾞﾎ               大学（1）5 女子

52075
氏名: カナ: 学校:No.:

北九州市立大
性別:

中本　菜那            ﾅｶﾓﾄ ﾅﾅ                 大学（4）1 女子

53070
氏名: カナ: 学校:No.:

山形大
性別:

長瀬　友希            ﾅｶﾞｾ ﾄﾓｷ                大学（4）1 男子

後藤　　光            ｺﾞﾄｳ ﾋｶﾙ                大学（3）2 男子

53083
氏名: カナ: 学校:No.:

秋田大
性別:

梶　　竜輝            ｶｼﾞ ﾘｭｳｷ                大学（4）1 男子

北中　洸介            ｷﾀﾅｶ ｺｳｽｹ               大学（3）2 男子

杉山　良介            ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ             大学（1）3 男子

橋本　茉里            ﾊｼﾓﾄ ﾏﾂﾘ                大学（2）4 女子

玉城　波音            ﾀﾏｷ ﾊﾉﾝ                 大学（1）5 女子

畑田　咲蘭            ﾊﾀﾀﾞ ｻﾗﾝ                大学（1）6 女子

53095
氏名: カナ: 学校:No.:

弘前大
性別:

伊東　翔太            ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ                大学（2）1 男子

藤原　　悠            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ                大学（2）2 男子

酒井　悠利            ｻｶｲ ﾕｳﾘ                 大学（2）3 男子

吉田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                大学（2）4 男子

佐藤　日向            ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ                 大学（1）5 男子
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