
第98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

48001
氏名: カナ: 学校:No.:

東京学芸大
性別:

小野　泉海            ｵﾉ ｲｽﾞﾐ                 大学（4）1 女子

山村　涼乃            ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ               大学（4）2 女子

久保田真帆            ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ                 大学（3）3 女子

前田　ゆい            ﾏｴﾀ ﾕｲ                  大学（3）4 女子

菊地　智与            ｷｸﾁ ﾄﾓﾖ                 大学（1）5 女子

48002
氏名: カナ: 学校:No.:

法政大
性別:

山本　雄太            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ                大学（4）1 男子

羽尻　壮志            ﾊｼﾞﾘ ﾀｹｼ                大学（2）2 男子

阿部広太郎            ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ               大学（1）3 男子

川邉亮太朗            ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             大学（1）4 男子

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大
性別:

古川　裕基            ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ                大学（2）1 男子

佐藤　晴輝            ｻﾄｳ ﾊﾙｷ                 大学（1）2 男子

松原　晴太            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ               大学（1）3 男子

矢澤　祥太            ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ               大学（1）4 男子

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大
性別:

高野　竜也            ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ                大学（4）1 男子

和田　大梧            ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               大学（4）2 男子

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

大坂　岳巳            ｵｵｻｶ ﾀｹﾐ                大学（2）4 男子

成畑　凌雅            ﾅﾘﾊﾀ ﾘｮｳｶﾞ              大学（2）5 男子

松井　一真            ﾏﾂｲ ｶﾂﾞﾏ                大学（1）6 男子

伊藤　百花            ｲﾄｳ ﾓﾓｶ                 大学（3）7 女子

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 大学（3）8 女子

河合　　彩            ｶﾜｲ ｱﾔﾉ                 大学（3）9 女子

田中　夢乃            ﾀﾅｶ ﾕﾉ                  大学（2）10 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（4）1 女子

斉藤　祐奈            ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ                大学（4）2 女子

岩﨑　　蘭            ｲﾜｻｷ ﾗﾝ                 大学（3）3 女子

桝井　千佳            ﾏｽｲ ﾁｶ                  大学（1）4 女子

矢作　智里            ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ                大学（1）5 女子

48018
氏名: カナ: 学校:No.:

立正大
性別:

塚田京之介            ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾉｽｹ             大学（4）1 男子

日下部倖慎            ｸｻｶﾍﾞ ｺｳｼﾝ              大学（3）2 男子

川垣　芳希            ｶﾜｶﾞｷ ﾖｼｷ               大学（1）3 男子
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48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大
性別:

村上幸汰朗            ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ              大学（4）1 男子

荻野竜之介            ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ             大学（2）2 男子

友田　陽太            ﾄﾓﾀﾞ ﾖｳﾀ                大学（2）3 男子

山中　翔太            ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ               大学（2）4 男子

栗栖　菜々            ｸﾘｽ ﾅﾅ                  大学（4）5 女子

中村　マヤ            ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ                 大学（3）6 女子

小林　由奈            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾅ               大学（2）7 女子

豊田　聖華            ﾄﾖﾀﾞ ｾｲｶ                大学（2）8 女子

妻井　眞音            ﾂﾏｲ ﾏﾉﾝ                 大学（1）9 女子

奈良井真実            ﾅﾗｲ ﾏﾐ                  大学（1）10 女子

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大
性別:

岩佐　元春            ｲﾜｻ ﾓﾄﾊﾙ                大学（3）1 男子

植村　港人            ｳｴﾑﾗ ﾐﾅﾄ                大学（3）2 男子

野村　理玖            ﾉﾑﾗ ﾘｸ                  大学（3）3 男子

前田　英俊            ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ              大学（3）4 男子

堀　　壮介            ﾎﾘ ｿｳｽｹ                 大学（2）5 男子

48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大
性別:

塩川　瑛介            ｼｵｶﾜ ｴｲｽｹ               大学（4）1 男子

井川　太陽            ｲｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ               大学（2）2 男子

小島　拓海            ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ                大学（2）3 男子

詫摩　頼明            ﾀｸﾏ ﾗｲｱ                 大学（1）4 男子

一戸　亜美            ｲﾁﾉﾍ ﾂｸﾞﾐ               大学（4）5 女子

中園　千尋            ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ               大学（4）6 女子

小野寺愛結            ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾕ                大学（2）7 女子

福田　莉子            ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ                 大学（2）8 女子

藪　　美桜            ﾔﾌﾞ ﾐｵ                  大学（2）9 女子

48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大
性別:

小部　千春            ｵﾍﾞ ﾁﾊﾙ                 大学（4）1 男子

千葉　啓太            ﾁﾊﾞ ｹｲﾀ                 大学（4）2 男子

古川　智貴            ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ                大学（4）3 男子

三宅　博文            ﾐﾔｹ ﾋﾛﾌﾐ                大学（2）4 男子

山口　響輝            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ              大学（2）5 男子

依田　　塁            ﾖﾀﾞ ﾙｲ                  大学（2）6 男子

新井　悠介            ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ                大学（1）7 男子

下村　美結            ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ                 大学（2）8 女子

前田　なな            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ                 大学（2）9 女子

市川　柚七            ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾅ                大学（1）10 女子

澤山　千咲            ｻﾜﾔﾏ ﾁｻｷ                大学（1）11 女子
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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（3）1 男子

桐山　心成            ｷﾘﾔﾏ ｼﾅ                 大学（2）2 男子

黒澤　友貴            ｸﾛｻﾜ ﾕｳｷ                大学（2）3 男子

永藤　修一            ﾅｶﾞﾄｳ ｼｭｳｲﾁ             大学（2）4 男子

野村　響生            ﾉﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ                大学（2）5 男子

藤田　慈瑛            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｴｲ               大学（2）6 男子

川原　舞夏            ｶﾜﾊﾗ ﾏｲｶ                大学（4）7 女子

野村　紫乃            ﾉﾑﾗ ｼﾉ                  大学（4）8 女子

矢沢　美嶺            ﾔｻﾞﾜ ﾐﾚ                 大学（4）9 女子

渡邊　真衣            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ                大学（3）10 女子

48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大
性別:

前野　志門            ﾏｴﾉ ｼﾓﾝ                 大学（4）1 男子

新川　久遠            ｼﾝｶﾜ ｸｵﾝ                大学（3）2 男子

讃岐　徳弘            ｻﾇｷ ﾅﾘﾋﾛ                大学（2）3 男子

飯塚　亜美            ｲｲﾂﾞｶ ｱﾐ                大学（3）4 女子

沢柳　佑歩            ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾕﾎ               大学（3）5 女子

荻野　結衣            ｵｷﾞﾉ ﾕｲ                 大学（2）6 女子

忽那　知美            ｸﾂﾅ ﾄﾓﾐ                 大学（1）7 女子

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（4）1 男子

善野　　颯            ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ                大学（1）2 男子

茂原ひなた            ｼｹﾞﾊﾗ ﾋﾅﾀ               大学（4）3 女子

木村　碧海            ｷﾑﾗ ｱｵｲ                 大学（1）4 女子

48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大
性別:

保科　洸貴            ﾎｼﾅ ｺｳｷ                 大学（4）1 男子

桐井　大翔            ｷﾘｲ ﾋﾛﾄ                 大学（3）2 男子

鳥羽　詩音            ﾄﾊﾞ ｼｵﾝ                 大学（2）3 男子

松田　飛真            ﾏﾂﾀﾞ ﾋｭｳﾏ               大学（1）4 男子

宮坂　　咲            ﾐﾔｻｶ ｻｷ                 大学（4）5 女子

猪熊　夏美            ｲﾉｸﾏ ﾅﾂﾐ                大学（3）6 女子

鎌田しずか            ｶﾏﾀ ｼｽﾞｶ                大学（1）7 女子

守口咲季子            ﾓﾘｸﾞﾁ ｻｷｺ               大学（1）8 女子

48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大
性別:

古田　蒼斗            ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ                 大学（4）1 男子

作本　一真            ｻｸﾓﾄ ｶｽﾞﾏ               大学（1）2 男子

小野　舞夏            ｵﾉ ﾏｲｶ                  大学（2）3 女子

48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大
性別:

庄司　洸雅            ｼｮｳｼﾞ ｺｳｶﾞ              大学（1）1 男子

平田　凌汰            ﾋﾗﾀ ﾘｮｳﾀ                大学（1）2 男子

ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ              ｷﾝｸﾞ ｱﾘｼｱ               大学（2）3 女子

田原麻里愛            ﾀﾊﾗ ﾏﾘｱ                 大学（1）4 女子
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48052
氏名: カナ: 学校:No.:

東洋大
性別:

須藤　大地            ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ               大学（4）1 男子

高安　晴太            ﾀｶﾔｽ ﾊﾙﾀ                大学（2）2 男子

椿原　成將            ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾅﾘﾏｻ             大学（2）3 男子

百瀬　結輝            ﾓﾓｾ ﾕｳｷ                 大学（2）4 男子

酒井　夏海            ｻｶｲ ﾅﾂﾐ                 大学（3）5 女子

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大
性別:

峯野　友輔            ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ                大学（4）1 男子

簔田　圭太            ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ                大学（4）2 男子

山本　稜也            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ               大学（1）3 男子

中道　穂香            ﾅｶﾐﾁ ﾎﾉｶ                大学（4）4 女子

神尾　明里            ｶﾐｵ ｱｶﾘ                 大学（2）5 女子

長田　笑実            ｵｻﾀﾞ ｴﾐ                 大学（1）6 女子

清家　彩夏            ｾｲｹ ｱﾔｶ                 大学（1）7 女子

48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大
性別:

木村　修梧            ｷﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ               大学（1）1 男子

48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大
性別:

鎌田　優吾            ｶﾏﾀ ﾕｳｺﾞ                大学（4）1 男子

星野　優斗            ﾎｼﾉ ﾕｳﾄ                 大学（4）2 男子

森島　　渉            ﾓﾘｼﾏ ﾜﾀﾙ                大学（4）3 男子

髙清水清央            ﾀｶｼﾐｽﾞ ｷﾖﾃﾙ             大学（1）4 男子

島村　美穂            ｼﾏﾑﾗ ﾐﾎ                 大学（1）5 女子

48061
氏名: カナ: 学校:No.:

防衛大
性別:

井上弥太郎            ｲﾉｳｴ ﾔﾀﾛｳ               大学（4）1 男子

寺田　浩輝            ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ                大学（4）2 男子

寺田　　仁            ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ                大学（4）3 男子

三宮啓太郎            ｻﾝﾉﾐﾔ ｹｲﾀﾛｳ             大学（3）4 男子

井上欣次郎            ｲﾉｳｴ ｷﾝｼﾞﾛｳ             大学（2）5 男子

大沢　奏翔            ｵｵｻﾜ ｶﾅﾄ                大学（1）6 男子

48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大
性別:

西條　雄貴            ﾆｼｼﾞｮｳ ﾕｳｷ              大学（4）1 男子

猪俣　志功            ｲﾉﾏﾀ ｼｺｳ                大学（3）2 男子

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

菊地　夏佳            ｷｸﾁ ﾅﾂｶ                 大学（4）4 女子

髙橋　来夏            ﾀｶﾊｼ ﾗﾅ                 大学（3）5 女子

神部　愛乃            ｶﾝﾍﾞ ｱｲﾉ                大学（2）6 女子

高須　未空            ﾀｶｽ ﾐｸ                  大学（1）7 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（3）1 男子

佐藤　孔介            ｻﾄｳ ｺｳｽｹ                大学（2）2 男子

田邊　優斗            ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ                大学（1）3 男子
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48120
氏名: カナ: 学校:No.:

帝京大
性別:

櫻澤　駿冴            ｻｸﾗｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ            大学（4）1 男子

多田　　樹            ﾀﾀﾞ ﾀﾂｷ                 大学（4）2 男子

千葉　洸生            ﾁﾊﾞ ｺｳｷ                 大学（4）3 男子

井上　晴輝            ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ                大学（3）4 男子

矢野　史彦            ﾔﾉ ﾌﾐﾋｺ                 大学（3）5 男子

稲岡　雄介            ｲﾅｵｶ ﾕｳｽｹ               大学（2）6 男子

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大
性別:

小田　誠矢            ｺﾀﾞ ｾｲﾔ                 大学（2）1 男子

山内　怜哉            ﾔﾏｳﾁ ﾚｲﾔ                大学（2）2 男子

大野虎治郎            ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ               大学（1）3 男子

水越　元太            ﾐｽﾞｺｼ ｹﾞﾝﾀ              大学（1）4 男子

齋藤　京香            ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ               大学（4）5 女子

小林　由奈            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ               大学（2）6 女子

中井　花音            ﾅｶｲ ｶﾉﾝ                 大学（2）7 女子

48203
氏名: カナ: 学校:No.:

桐蔭横浜大
性別:

林田　大輝            ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛｷ               大学（3）1 男子

前場　洋輝            ﾏｴﾊﾞ ﾋﾛｷ                大学（3）2 男子

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

渡邊　　蒼            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ                大学（2）4 男子

田中　将也            ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ                 大学（1）5 男子

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大
性別:

池田　航士            ｲｹﾀﾞ ｺｳｼ                大学（4）1 男子

笠島　大雅            ｶｻｼﾏ ﾀｲｶﾞ               大学（4）2 男子

瀬﨑　勇宇            ｾｻﾞｷ ﾕｳ                 大学（4）3 男子

松森　　海            ﾏﾂﾓﾘ ｶｲ                 大学（4）4 男子

山寺　舞果            ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏｲｶ               大学（1）5 女子

49004
氏名: カナ: 学校:No.:

南山大
性別:

大塚　　輝            ｵｵﾂｶ ﾋｶﾙ                大学（4）1 男子

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（3）1 男子

原　　良輔            ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ                大学（1）2 男子

小林こころ            ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ               大学（2）3 女子

名越　香穂            ﾅｺﾞｼ ｶﾎ                 大学（1）4 女子
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49011
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡大
性別:

月見里祥真            ﾂｷﾐｻﾄ ｼｮｳﾏ              大学（4）1 男子

村尾　遼太            ﾑﾗｵ ﾘｮｳﾀ                大学（4）2 男子

門脇　正享            ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾕｷ             大学（3）3 男子

嶋崎　凌蔵            ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｿﾞｳ            大学（3）4 男子

鳴海　　颯            ﾅﾙﾐ ﾊﾔﾃ                 大学（3）5 男子

山下　一也            ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ               大学（3）6 男子

青木悠一郎            ｱｵｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ              大学（2）7 男子

織田　大世            ｵﾀﾞ ﾀｲｾｲ                大学（2）8 男子

山本　拓海            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ                大学（2）9 男子

遠藤　岳利            ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸﾄ              大学（1）10 男子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大
性別:

瀧本　一登            ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾄ               大学（4）1 男子

浜田　英嗣            ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ               大学（4）2 男子

原　　凌太            ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ                 大学（4）3 男子

後藤　崚太            ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ               大学（2）4 男子

友岡　大介            ﾄﾓｵｶ ﾀﾞｲｽｹ              大学（2）5 男子

安達　瑠斗            ｱﾀﾞﾁ ﾙﾄ                 大学（1）6 男子

新井ゆきの            ｱﾗｲ ﾕｷﾉ                 大学（4）7 女子

森内　瑠菜            ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ                 大学（4）8 女子

石川　琴巳            ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ                大学（3）9 女子

服部あかり            ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ                大学（1）10 女子

49032
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大
性別:

黒古　大樹            ｸﾛｺ ﾀﾞｲｷ                大学（1）1 男子

49035
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜聖徳学大
性別:

三浦　倖生            ﾐｳﾗ ｺｳｷ                 大学（4）1 男子

水谷　淳貴            ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｷ               大学（4）2 男子

山本　壱征            ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ               大学（4）3 男子

青木　琢磨            ｱｵｷ ﾀｸﾏ                 大学（2）4 男子

浅野　凪都            ｱｻﾉ ﾅｷﾞﾄ                大学（2）5 男子

黒田　蒼栄            ｸﾛﾀﾞ ｿｳｴｲ               大学（2）6 男子

寺島　健太            ﾃﾗｼﾏ ｹﾝﾀ                大学（2）7 男子

松本　悠汰            ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ                大学（2）8 男子

岩男　侑樹            ｲﾜｵ ﾕｳｷ                 大学（1）9 男子

榊原　彪馬            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｮｳﾏ             大学（1）10 男子

松本　凌哉            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾔ               大学（1）11 男子

三浦　元暉            ﾐｳﾗ ｹﾞﾝｷ                大学（1）12 男子

水野結由那            ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ                大学（2）13 女子

前澤　蒼依            ﾏｴｻﾞﾜ ｱｵｲ               大学（1）14 女子
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49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大
性別:

江神　智司            ｴｶﾞﾐ ｻﾄｼ                大学（4）1 男子

金本　航汰            ｶﾈﾓﾄ ｺｳﾀ                大学（4）2 男子

近藤　蒼真            ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ               大学（4）3 男子

山中　　敬            ﾔﾏﾅｶ ｹｲ                 大学（4）4 男子

遠藤　　集            ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾞｳ              大学（3）5 男子

長井　翔汰            ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ               大学（3）6 男子

木村　隼人            ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ                 大学（2）7 男子

青嶋　瑠菜            ｱｵｼﾏ ﾙﾅ                 大学（4）8 女子

井上　妃菜            ｲﾉｳｴ ﾋﾅ                 大学（4）9 女子

中東　郁葉            ﾅｶﾋｶﾞｼ ｲｸﾊ              大学（3）10 女子

三浦　璃心            ﾐｳﾗ ﾘｺ                  大学（3）11 女子

50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大
性別:

安井　陸登            ﾔｽｲ ﾘｸﾄ                 大学（4）1 男子

松村　幸哉            ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾔ                大学（3）2 男子

吉水　尚樹            ﾖｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ               大学（3）3 男子

西川　颯人            ﾆｼｶﾜ ﾊﾔﾄ                大学（2）4 男子

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                大学（3）5 女子

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                大学（3）6 女子

八ツ本実柚            ﾔﾂﾓﾄ ﾐﾕ                 大学（3）7 女子

西村　晴希            ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ                大学（2）8 女子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大
性別:

大塚　悠智            ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾄﾓ               大学（2）1 男子

生部　悠樹            ｼｮｳﾌﾞ ﾕｳｷ               大学（2）2 男子

奥田　玲偉            ｵｸﾀﾞ ﾚｲ                 大学（1）3 男子

川谷内駿輔            ｶﾜﾔﾁ ｼｭﾝｽｹ              大学（1）4 男子

矢野　隼一            ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ               大学（1）5 男子

50003
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪大
性別:

川口　峻平            ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ            大学（4）1 男子

長野　冬瑚            ﾅｶﾞﾉ ﾄｳｺﾞ               大学（3）2 男子

吉野　裕貴            ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ                 大学（3）3 男子

川口椋太郎            ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ            大学（2）4 男子

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大
性別:

木村　拓真            ｷﾑﾗ ﾀｸﾏ                 大学（4）1 男子

松永真彩子            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｺ               大学（4）2 女子

佐野　仁美            ｻﾉ ﾋﾄﾐ                  大学（2）3 女子

山城　夢芽            ﾔﾏｼﾛ ﾕﾒ                 大学（1）4 女子

50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大
性別:

大西　　栞            ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ                大学（4）1 女子
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50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大
性別:

小林　亮太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ              大学（4）1 男子

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

小西　大翔            ｺﾆｼ ﾔﾏﾄ                 大学（2）3 男子

渕崎　吏功            ﾌﾁｻﾞｷ ﾘｸ                大学（1）4 男子

50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大
性別:

三宅　　翔            ﾐﾔｹ ｶｹﾙ                 大学（4）1 男子

村尾　知紀            ﾑﾗｵ ﾄﾓｷ                 大学（4）2 男子

清川　翔紀            ｷﾖｶﾜ ｼｮｳｷ               大学（2）3 男子

森本　恭輔            ﾓﾘﾓﾄ ｷｮｳｽｹ              大学（2）4 男子

縄田　大翔            ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ                 大学（1）5 男子

50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大
性別:

山本　航羽            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ                 大学（1）1 男子

浅井　奈彩            ｱｻｲ ﾅｱﾔ                 大学（4）2 女子

小山　黎菜            ｺﾔﾏ ﾚﾅ                  大学（3）3 女子

福島　莉花            ﾌｸｼﾏ ﾘｶ                 大学（2）4 女子

吉田　亜未            ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ                 大学（2）5 女子

50021
氏名: カナ: 学校:No.:

同志社大
性別:

寺島　俊結            ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭﾝﾕｳ             大学（3）1 男子

松井　太志            ﾏﾂｲ ﾀｲｼ                 大学（3）2 男子

須藤　　颯            ｽﾄﾞｳ ﾊﾔﾀ                大学（2）3 男子

古谷野利紗            ｺﾔﾉ ﾘｻ                  大学（2）4 女子

50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大
性別:

片山　直人            ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾄ                大学（4）1 男子

関　　翔太            ｾｷ ｼｮｳﾀ                 大学（4）2 男子

小野ひなた            ｵﾉ ﾋﾅﾀ                  大学（2）3 女子

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大
性別:

安丸　晃生            ﾔｽﾏﾙ ｺｳｾｲ               大学（4）1 男子

北村龍太郎            ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ             大学（3）2 男子

植野　　零            ｳｴﾉ ﾚｲ                  大学（2）3 男子

日野　嵩斗            ﾋﾉ ｼｭｳﾄ                 大学（2）4 男子

山本　貫太            ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ                大学（2）5 男子

和嶋　優太            ﾜｼﾞﾏ ﾕｳﾀ                大学（2）6 男子

横田　杏圭            ﾖｺﾀ ｷｮｳｶ                大学（4）7 女子

菅原　千博            ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ               大学（3）8 女子

瀬賀　映佳            ｾｶﾞ ﾊﾕｶ                 大学（1）9 女子
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50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大
性別:

久慈　大翔            ｸｼﾞ ﾋﾛﾄ                 大学（4）1 男子

小西　隆元            ｺﾆｼ ﾀｶﾓﾄ                大学（4）2 男子

早矢仕幸佑            ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ                大学（4）3 男子

古橋　龍祐            ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ              大学（3）4 男子

田中　陽大            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋﾛ                大学（2）5 男子

與五澤美希            ﾖｺﾞｻﾜ ﾐｷ                大学（2）6 女子

50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大
性別:

濱野　史龍            ﾊﾏﾉ ｼﾘｭｳ                大学（4）1 男子

朝澤　　翔            ｱｻｻﾞﾜ ｶｹﾙ               大学（3）2 男子

ゴメスルアン竜輝      ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ ﾘｭｳｷ            大学（2）3 男子

中野　育希            ﾅｶﾉ ｲｸｷ                 大学（2）4 男子

唐川　弘大            ｶﾗｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ              大学（1）5 男子

桜庭　佑梨            ｻｸﾗﾊﾞ ﾕｳﾘ               大学（3）6 女子

千葉　美南            ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ                 大学（3）7 女子

51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大
性別:

島田　滉士            ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ                大学（3）1 男子

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

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

真鍋　陽生            ﾏﾅﾍﾞ ﾖｳｾｲ               大学（3）1 男子

三好　　凜            ﾐﾖｼ ﾘﾝ                  大学（2）2 男子

有富　一真            ｱﾘﾄﾐ ｶｽﾞﾏ               大学（1）3 男子

小川　友子            ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ                大学（4）4 女子

大高八重子            ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ                大学（2）5 女子

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大
性別:

鉄増　将基            ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ               大学（3）1 男子

浦田　篤志            ｳﾗﾀ ｱﾂｼ                 大学（2）2 男子

岡﨑　壮真            ｵｶｻﾞｷ ｿｳﾏ               大学（2）3 男子

宮本　滉聖            ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｾｲ               大学（2）4 男子

上田　瑞貴            ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ               大学（4）5 女子

佐多　純夏            ｻﾀ ｽﾐｶ                  大学（3）6 女子

成田　佳乃            ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ                 大学（1）7 女子

服部　百香            ﾊｯﾄﾘ ﾓﾓｶ                大学（1）8 女子

濵田　莉緒            ﾊﾏﾀﾞ ﾘｵ                 大学（1）9 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（4）1 男子

三宅　克明            ﾐﾔｹ ｶﾂｱｷ                大学（4）2 男子

鈴木　　良            ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ                大学（2）3 男子

51019
氏名: カナ: 学校:No.:

山口大
性別:

藤井　景理            ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ                大学（4）1 女子
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51033
氏名: カナ: 学校:No.:

広島経済大
性別:

荒木　愛斗            ｱﾗｷ ﾏﾅﾄ                 大学（3）1 男子

田中　壱季            ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ                大学（3）2 男子

吉岡　　将            ﾖｼｵｶ ｼｮｳ                大学（3）3 男子

吉野　裕貴            ﾖｼﾉ ﾕｳｷ                 大学（3）4 男子

渡利　明良            ﾜﾀﾘ ｱｷﾗ                 大学（3）5 男子

竹内　勇貴            ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ                大学（2）6 男子

植原　智也            ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ                大学（1）7 男子

51046
氏名: カナ: 学校:No.:

川崎医福大
性別:

有馬　志保            ｱﾘﾏ ｼﾎ                  大学（2）1 女子

西﨑莉里子            ﾆｼｻﾞｷ ﾘﾘｺ               大学（2）2 女子

52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大
性別:

白井　佑弥            ｼﾗｲ ﾕｳﾔ                 大学（1）1 男子

永岡　　祥            ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳ               大学（1）2 男子

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

玉井　うの            ﾀﾏｲ ｳﾉ                  大学（1）4 女子

52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大
性別:

中尾　　真            ﾅｶｵ ｼﾝ                  大学（3）1 男子

矢田　鈴人            ﾔﾀ ｽｽﾞﾄ                 大学（2）2 男子

中本　和馬            ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ               大学（1）3 男子

濱田　拓海            ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ                大学（1）4 男子

内田　好乃            ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉ                大学（4）5 女子

中村　美咲            ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ                大学（4）6 女子

平井　野歩            ﾋﾗｲ ﾉﾎ                  大学（4）7 女子

吉田　朝美            ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾐ                大学（3）8 女子

楳木　麻央            ｳﾒｷ ﾏｵ                  大学（1）9 女子

菖蒲　和奏            ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ               大学（1）10 女子

濱田はるか            ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ                大学（1）11 女子

52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大
性別:

池田　匡佑            ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ              大学（2）1 男子

才木　颯人            ｻｲｷ ﾊﾙﾄ                 大学（2）2 男子

岩切　斗吾            ｲﾜｷﾘ ﾄｳｺﾞ               大学（1）3 男子

原　　知輝            ﾊﾗ ﾄﾓｷ                  大学（1）4 男子

日栄　健太            ﾋｴｲ ｹﾝﾀ                 大学（1）5 男子

寺坂　優里            ﾃﾗｻｶ ﾕｳﾘ                大学（3）6 女子

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 大学（2）7 女子

宮崎菜々子            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｺ               大学（2）8 女子

黒田　絢子            ｸﾛﾀﾞ ｱﾔｺ                大学（1）9 女子
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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（4）1 男子

岡部　眞之            ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ               大学（3）2 男子

竹内　遼平            ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ              大学（3）3 男子

渡辺　三空            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ                大学（3）4 女子

小田歩柚実            ｵﾀﾞ ﾎﾕﾐ                 大学（1）5 女子

53063
氏名: カナ: 学校:No.:

仙台大
性別:

志田　　開            ｼﾀﾞ ﾊﾙｷ                 大学（4）1 男子

星　　凌雅            ﾎｼ ﾘｮｳｶﾞ                大学（4）2 男子

大場耕太郎            ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ              大学（1）3 男子

加藤　碧仁            ｶﾄｳ ｱｵﾄ                 大学（1）4 男子

羽田　　駿            ﾊﾈﾀﾞ ｼｭﾝ                大学（1）5 男子

遠藤　怜那            ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲﾅ               大学（3）6 女子

藤田美華湖            ﾌｼﾞﾀ ﾊﾅｺ                大学（3）7 女子

西井　彩華            ﾆｼｲ ｱﾔｶ                 大学（1）8 女子

山木　清伽            ﾔﾏｷ ｻﾔｶ                 大学（1）9 女子

53065
氏名: カナ: 学校:No.:

東北学院大
性別:

佐藤　温仁            ｻﾄｳ ｱﾂﾋﾄ                大学（4）1 男子

髙山　大地            ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ               大学（2）2 男子

及川　椋平            ｵｲｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ              大学（1）3 男子

武田　遥輝            ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｷ                大学（1）4 男子

53066
氏名: カナ: 学校:No.:

東北大
性別:

南　　慧吾            ﾐﾅﾐ ｹｲｺﾞ                大学（6）1 男子

舘　　宏輔            ﾀﾁ ｺｳｽｹ                 大学（4）2 男子

結城　大河            ﾕｳｷ ﾀｲｶﾞ                大学（4）3 男子

小野寺　智            ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄﾙ               大学（2）4 男子

冨永　　穏            ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽｷ               大学（2）5 男子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大
性別:

小野　一弥            ｵﾉ ｶｽﾞﾔ                 大学（4）1 男子

澤木　進人            ｻﾜｷ ｽｽﾞﾋﾄ               大学（4）2 男子

吉宮隆之介            ﾖｼﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ             大学（4）3 男子

菅　　大空            ｽｶﾞ ﾂﾊﾞｻ                大学（3）4 男子

53093
氏名: カナ: 学校:No.:

東北福祉大
性別:

齊藤　遥華            ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ                大学（3）1 女子

大村　心優            ｵｵﾑﾗ ﾐﾕｳ                大学（1）2 女子

庄司　桜花            ｼｮｳｼﾞ ｵｳｶ               大学（1）3 女子

53177
氏名: カナ: 学校:No.:

北翔大
性別:

秋山　太陽            ｱｷﾔﾏ ﾀｲﾖｳ               大学（4）1 男子

仙石　亮太            ｾﾝｺﾞｸ ﾘｮｳﾀ              大学（4）2 男子

田下　慶春            ﾀｼﾀ ﾖｼﾊﾙ                大学（2）3 男子

及川　恭佑            ｵｲｶﾜ ｷｮｳｽｹ              大学（1）4 男子
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