
第５回日本社会人選手権水泳競技大会登録団体別＿リレー選手一覧表

01151
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳあゆみ    
性別:

玉井　勝是            ﾀﾏｲ ｶﾂﾕｷ                1 男子

田村　尚照            ﾀﾑﾗ ﾋｻﾉﾌﾞ               2 男子

08204
氏名: カナ: 学校:No.:

日立製作所      
性別:

久保　拓夢            ｸﾎﾞ ﾋﾛﾑ                 1 男子

08213
氏名: カナ: 学校:No.:

茗水会          
性別:

石井　瑛章            ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ                1 男子

秦　　俊陽            ﾊﾀ ﾄｼｱｷ                 2 男子

13510
氏名: カナ: 学校:No.:

金町ＳＣ        
性別:

浦上　動太            ｳﾗｶﾐ ﾄﾞｳﾀ               1 男子

永浦　一徳            ﾅｶﾞｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ             2 男子

中川　太郎            ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ               3 男子

13529
氏名: カナ: 学校:No.:

京水会          
性別:

大野　博章            ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ                1 男子

古渕　義史            ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ               2 男子

佐藤　開一            ｻﾄｳ ｶｲﾁ                 3 男子

澤田　惇也            ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ              4 男子

高木　祥一            ﾀｶｷﾞ ｼｮｳｲﾁ              5 男子

田畑　寿起            ﾀﾊﾞﾀ ﾄｼｷ                6 男子

長尾　達也            ﾅｶﾞｵ ﾀﾂﾔ                7 男子

吉澤　宏紀            ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ               8 男子

江島　亜希            ｴｼﾞﾏ ｱｷ                 9 女子

須藤　　彩            ｽﾄﾞｳ ｱﾔ                 10 女子

中谷　貴菜            ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾅ                11 女子

堀江　優希            ﾎﾘｴ ﾕｷ                  12 女子

山下　來花            ﾔﾏｼﾀ ﾗｲｶ                13 女子

13642
氏名: カナ: 学校:No.:

HARADIVE        
性別:

伊与部　嵩            ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ                1 男子

市原　愛夏            ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ                2 女子

田邊　礼佳            ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ                3 女子

13672
氏名: カナ: 学校:No.:

asterisk        
性別:

東木　将馬            ﾄｳｷ ｼｮｳﾏ                1 男子

13697
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｋ Ｅ Ｉ Ｏ     
性別:

伊藤　太郎            ｲﾄｳ ﾀﾛｳ                 1 男子

梅本　雅之            ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ               2 男子

中村　圭佑            ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ               3 男子
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13721
氏名: カナ: 学校:No.:

電通            
性別:

榊原　雅史            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ             1 男子

征矢　宗大            ｿﾔ ﾑﾈﾋﾛ                 2 男子

13734
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＯＭＰＯ
性別:

茂本　　実            ｼｹﾞﾓﾄ ﾐﾉﾙ               1 男子

平井　　陸            ﾋﾗｲ ﾘｸ                  2 男子

13750
氏名: カナ: 学校:No.:

東京海上日動    
性別:

大芦　知央            ｵｵｱｼ ｱｷｵ                1 男子

村上　雅弥            ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ                2 男子

13764
氏名: カナ: 学校:No.:

三井住友銀行
性別:

阿久津直希            ｱｸﾂ ﾅｵｷ                 1 男子

小形　純平            ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            2 男子

西田　史子            ﾆｼﾀﾞ ﾁｶｺ                3 女子

羽場　志帆            ﾊﾊﾞ ｼﾎ                  4 女子

13768
氏名: カナ: 学校:No.:

ＡＮＡ
性別:

常盤　竜矢            ﾄｷﾜ ﾘｭｳﾔ                1 男子

井田みなみ            ｲﾀﾞ ﾐﾅﾐ                 2 女子

海津　綾夏            ｶｲﾂﾞ ｱﾔｶ                3 女子

13778
氏名: カナ: 学校:No.:

みずほ銀行      
性別:

赤羽　俊一            ｱｶﾊﾞ ｼｭﾝｲﾁ              1 男子

菊池　武尊            ｷｸﾁ ﾀｹﾙ                 2 男子

佐々木　楽            ｻｻｷ ｶﾞｸ                 3 男子

14700
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＦＥ京浜      
性別:

植木　貴生            ｳｴｷ ﾀｶｵ                 1 男子

小倉　智也            ｵｸﾞﾗ ﾄﾓﾅﾘ               2 男子

菊池　裕雅            ｷｸﾁ ﾕｳｶﾞ                3 男子

杉沢　毅志            ｽｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ               4 男子

瀬田　寛人            ｾﾀ ﾋﾛﾄ                  5 男子

高島　浩靖            ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾔｽ               6 男子

田口　涼也            ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ               7 男子

山口　学功            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ              8 男子

横久　浩二            ﾖｺﾋｻ ｺｳｼﾞ               9 男子

小西　伶実            ｺﾆｼ ﾚﾐ                  10 女子

14704
氏名: カナ: 学校:No.:

富士通          
性別:

平松　聖隆            ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ               1 男子

山本　悠暉            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ                2 男子

2/4 ページ2022年10月23日 14:20:19



第５回日本社会人選手権水泳競技大会登録団体別＿リレー選手一覧表

14716
氏名: カナ: 学校:No.:

パナソニック
性別:

行徳　健汰            ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ              1 男子

小島　拓実            ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ                2 男子

中川　和也            ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ              3 男子

松村　裕軌            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ               4 男子

森　　則昭            ﾓﾘ ﾉﾘｱｷ                 5 男子

17510
氏名: カナ: 学校:No.:

ダッシュ新潟    
性別:

押切　雄大            ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ                1 男子

17624
氏名: カナ: 学校:No.:

ダッシュ燕      
性別:

蝶名林新也            ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ            1 男子

19818
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＹＮ
性別:

山本　航平            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ               1 男子

21939
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＺＵＫＩ    
性別:

池野　将史            ｲｹﾉ ﾏｻｼ                 1 男子

猪原　弘泰            ｲﾉﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ               2 男子

藤原　賢二            ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ              3 男子

22056
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＯＹＯＴＡ    
性別:

秋吉　太一            ｱｷﾖｼ ﾀｲﾁ                1 男子

岸田多加司            ｷｼﾀﾞ ﾀｶｼ                2 男子

斉藤　和成            ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ              3 男子

菅内　文武            ｽｶﾞｳﾁ ﾌﾐﾀｹ              4 男子

藤原　靖久            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋｻ              5 男子

山口　　翔            ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ               6 男子

22205
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ比良      
性別:

大山　公大            ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ              1 男子

細井　勝貴            ﾎｿｲ ﾏｻｷ                 2 男子

水野　皓太            ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾀ                3 男子

26880
氏名: カナ: 学校:No.:

京医水          
性別:

神品　芳孝            ｺｳｼﾅ ﾖｼﾀｶ               1 男子

山上　　慧            ﾔﾏｶﾞﾐ ｹｲ                2 男子
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27569
氏名: カナ: 学校:No.:

クボタ          
性別:

佐竹　耕一            ｻﾀｹ ｺｳｲﾁ                1 男子

野田　修司            ﾉﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ               2 男子

蓑　　拓也            ﾐﾉ ﾀｸﾔ                  3 男子

梅田　光乃            ｳﾒﾀﾞ ｱｷﾉ                4 女子

佐藤　　樹            ｻﾄｳ ｲﾂｷ                 5 女子

末次　皐月            ｽｴﾂｸﾞ ｻﾂｷ               6 女子

仲田　真実            ﾅｶﾀﾞ ﾏﾐ                 7 女子

西村　爽香            ﾆｼﾑﾗ ｻﾜｶ                8 女子

28703
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱電機        
性別:

小笠原実頼            ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾐﾗｲ              1 男子

坂根　達也            ｻｶﾈ ﾀﾂﾔ                 2 男子

福永　慶士            ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲｼ               3 男子

28934
氏名: カナ: 学校:No.:

ＨＳＳＴ
性別:

平尾公利瑠            ﾋﾗｵ ｸﾘﾙ                 1 男子

34246
氏名: カナ: 学校:No.:

SCARLET         
性別:

神代　直輝            ｸﾏｼﾛ ﾅｵｷ                1 男子

龍　　勇樹            ﾘｭｳ ﾕｳｷ                 2 男子

40572
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大学ＳＴ    
性別:

赤池　祐貴            ｱｶｲｹ ﾕｳｷ                1 男子

石井　悠真            ｲｼｲ ﾕｳﾏ                 2 男子

40606
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＳＧときわ    
性別:

井上　蒼樹            ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ              1 男子

片波　　駿            ｶﾀﾅﾐ ｼｭﾝ                2 男子

堀田　和久            ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾋｻ               3 男子

41143
氏名: カナ: 学校:No.:

鵲泳会          
性別:

江口　一輝            ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ               1 男子

廣津留倖一            ﾋﾛﾂﾙ ｺｳｲﾁ               2 男子

松岡　涼太            ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ               3 男子
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