
第65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（1）1 男子

高林耕之朗            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾛｳ            大学（1）2 男子

48014
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜市立大      
性別:

橋本　歩人            ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾄ                大学（3）1 男子

小林　　輝            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ               大学（3）2 男子

石田　一真            ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ               大学（2）3 男子

星野　莉輝            ﾎｼﾉ ﾘｷ                  大学（1）4 男子

岩田　琉汰            ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾀ                大学（1）5 男子

舩生　智子            ﾌﾆｭｳ ﾄﾓｺ                大学（2）6 女子

金木　礼奈            ｶﾈｷ ﾚﾅ                  大学（1）7 女子

高田　成美            ﾀｶﾀ ﾅﾙﾐ                 大学（1）8 女子

48019
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜国立大      
性別:

松永　貴寛            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ              大学（4）1 男子

間々下智広            ﾏﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ               大学（3）2 男子

清水　航介            ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ               大学（1）3 男子

水越　大慈            ﾐｽﾞｺｼ ﾀﾞｲｼﾞ             大学（1）4 男子

本間　彩佳            ﾎﾝﾏ ｱﾔｶ                 大学（1）5 女子

48021
氏名: カナ: 学校:No.:

埼玉大          
性別:

熊谷　拓実            ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ               大学（4）1 男子

西原　大輝            ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ                大学（2）2 男子

山迫　武瑠            ﾔﾏｻｺ ﾀｹﾙ                大学（2）3 男子

中村ジュリア          ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘｱ              大学（4）4 女子

48022
氏名: カナ: 学校:No.:

首都大          
性別:

矢沢　泰雅            ﾔｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ               大学（3）1 男子

野木　実佑            ﾉｷﾞ ﾐﾕｳ                 大学（3）2 男子

齋藤　嗣朗            ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ                大学（3）3 男子

青木　　南            ｱｵｷ ﾐﾅﾐ                 大学（3）4 女子

星野　恵杜            ﾎｼﾉ ｹｲﾄ                 大学（3）5 女子

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大          
性別:

金　　宥利            ｷﾑ ﾕﾘ                   大学（1）1 女子

48028
氏名: カナ: 学校:No.:

東京農工大      
性別:

富田　　翔            ﾄﾐﾀ ｼｮｳ                 大学（3）1 男子

櫻井　雅人            ｻｸﾗｲ ﾏｻﾄ                大学（3）2 男子

野村　風人            ﾉﾑﾗ ｶｻﾞﾄ                大学（2）3 男子

蓮池　駿斗            ﾊｽｲｹ ﾊﾔﾄ                大学（2）4 男子

大河　澪耶            ｵｵｶﾜ ﾚｲﾔ                大学（2）5 男子

葛西　豪太            ｶｻｲ ｺﾞｳﾀ                大学（2）6 男子
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48036
氏名: カナ: 学校:No.:

一橋大          
性別:

八鍬　昴輝            ﾔｸﾜ ﾄﾓｷ                 大学（4）1 男子

相原　慶太            ｱｲﾊﾗ ｹｲﾀ                大学（4）2 男子

48042
氏名: カナ: 学校:No.:

東京海洋大      
性別:

有泉　亮佑            ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ            大学（4）1 男子

奈良井　奨            ﾅﾗｲ ｼｮｳ                 大学（4）2 男子

佐藤　創一            ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ                大学（3）3 男子

東富　隆馬            ﾄｳﾄﾐ ﾘｭｳﾏ               大学（1）4 男子

市川　史菜            ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾅ                大学（2）5 女子

48058
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉大          
性別:

大西　皓介            ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ               大学（4）1 男子

藤川健太朗            ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ             大学（2）2 男子

青井　日向            ｱｵｲ ﾋｭｳｶﾞ               大学（2）3 男子

徳原　　陸            ﾄｸﾊﾗ ﾘｸ                 大学（1）4 男子

大塚　弘也            ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾔ                大学（1）5 男子

坂本　康輔            ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ               大学（1）6 男子

48061
氏名: カナ: 学校:No.:

防衛大          
性別:

奥山　悠地            ｵｸﾔﾏ ﾕｳｼﾞ               大学（4）1 男子

白木　海斗            ｼﾗｷ ｶｲﾄ                 大学（1）2 男子

北原　裕士            ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼ                大学（2）3 男子

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大      
性別:

荒井　真太            ｱﾗｲ ｼﾝﾀ                 大学（2）1 男子

山崎　　輝            ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ               大学（1）2 男子

加島　璃子            ｶｼﾏ ﾘｺ                  大学（2）3 女子

大滝三知子            ｵｵﾀｷ ﾐﾁｺ                大学（2）4 女子

48078
氏名: カナ: 学校:No.:

茨城大          
性別:

五十嵐理州            ｲｶﾗｼ ﾘｼｭｳ               大学（3）1 男子

齋藤　宏史            ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ                大学（2）2 男子

渡邊　知哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ               大学（2）3 男子

桂木　真希            ｶﾂﾗｷﾞ ﾏｷ                大学（2）4 女子

48081
氏名: カナ: 学校:No.:

群馬大          
性別:

矢尻　瑛久            ﾔｼﾞﾘ ｱｷﾋｻ               大学（4）1 男子

川島　　淳            ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ               大学（4）2 男子

加藤　佑弥            ｶﾄｳ ﾕｳﾔ                 大学（3）3 男子

古川　竣介            ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝｽｹ              大学（1）4 男子

小川　耕世            ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ               大学（1）5 男子
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48088
氏名: カナ: 学校:No.:

高崎経済大      
性別:

奥山　雄介            ｵｸﾔﾏ ﾕｳｽｹ               大学（3）1 男子

柳田　優吾            ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳｺﾞ             大学（2）2 男子

竹本　健人            ﾀｹﾓﾄ ｹﾝﾄ                大学（2）3 男子

千田　紘平            ﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ                大学（1）4 男子

48101
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨大          
性別:

白鳥　拓郎            ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾛｳ               大学（1）1 男子

稲葉　大周            ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｼｭｳ             大学（1）2 男子

49009
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋大        
性別:

澤田　惇也            ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ              大学（3）1 男子

木村　優介            ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ                大学（3）2 男子

栩野安友花            ﾄﾁﾉ ｱﾕｶ                 大学（2）3 女子

49010
氏名: カナ: 学校:No.:

岐阜大          
性別:

竹内　義晴            ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾊﾙ               大学（4）1 男子

大江　晴友            ｵｵｴ ｾｲﾕｳ                大学（4）2 男子

守安　政太            ﾓﾘﾔｽ ｼｮｳﾀ               大学（2）3 男子

杉本　有優            ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾕｳ               大学（3）4 男子

菅　　隆次            ｶﾝ ﾘｭｳｼﾞ                大学（3）5 男子

後藤　　聡            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                大学（3）6 男子

美濃輪駿斗            ﾐﾉﾜ ﾊﾔﾄ                 大学（2）7 男子

今瀬　友貴            ｲﾏｾ ﾕｳｷ                 大学（2）8 男子

49011
氏名: カナ: 学校:No.:

静岡大          
性別:

米田　文緒            ｺﾒﾀﾞ ﾌﾐｵ                大学（1）1 女子

49012
氏名: カナ: 学校:No.:

三重大          
性別:

高木里英子            ﾀｶｷﾞ ﾘｴｺ                大学（3）1 女子

青　日菜子            ｱｵ ﾋﾅｺ                  大学（1）2 女子

49013
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋市立大
性別:

皆川　有紀            ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｷ                大学（3）1 女子

49016
氏名: カナ: 学校:No.:

福井大          
性別:

若園　依未            ﾜｶｿﾞﾉ ｴﾐ                大学（5）1 女子

49017
氏名: カナ: 学校:No.:

富山大          
性別:

後藤　大河            ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ               大学（3）1 男子

49018
氏名: カナ: 学校:No.:

信州大          
性別:

宮下　裕基            ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ                大学（2）1 男子
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49024
氏名: カナ: 学校:No.:

名古屋工業大
性別:

佐藤　徳彦            ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｺ                大学（3）1 男子

神谷　岳児            ｶﾐﾔ ﾀｹﾙ                 大学（3）2 男子

49028
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟大          
性別:

水上　大河            ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｲｶﾞ              大学（1）1 男子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大
性別:

伊藤　稜介            ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ               大学（3）1 男子

水野　　光            ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾙ                大学（2）2 男子

50013
氏名: カナ: 学校:No.:

京都工繊大
性別:

三日市詩歩            ﾐｯｶｲﾁ ｼﾎ                大学（3）1 女子

50016
氏名: カナ: 学校:No.:

和歌山大
性別:

伊藤　和真            ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ                大学（3）1 男子

久保田哲史            ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｼ                大学（2）2 男子

植田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                大学（2）3 男子

50027
氏名: カナ: 学校:No.:

奈良教育大
性別:

山野遼汰郎            ﾔﾏﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ              大学（3）1 男子

吉本　圭汰            ﾖｼﾓﾄ ｹｲﾀ                大学（1）2 男子

50028
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀大
性別:

小林　晏奈            ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ               大学（4）1 女子

中村　紘子            ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ                大学（3）2 女子

柳樂　美雨            ﾅｷﾞﾗ ﾐｳ                 大学（2）3 女子

50029
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪府立大
性別:

鬼束　将弘            ｵﾆﾂｶ ﾏｻﾋﾛ               大学（2）1 男子

宮本凌太朗            ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ             大学（1）2 男子

50038
氏名: カナ: 学校:No.:

奈良県立医大    
性別:

三木　秀晃            ﾐｷ ﾋﾃﾞｱｷ                大学（5）1 男子

中島　　一            ﾅｶｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ              大学（5）2 男子

西﨑　友哉            ﾆｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ               大学（4）3 男子

50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市立高専    
性別:

山本　梨乃            ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ                 大学（3）1 女子

臼田　妃那            ｳｽﾀﾞ ﾋﾅ                 大学（2）2 女子

50094
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県立大
性別:

山本　莉央            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ                 大学（4）1 女子

松田　　彩            ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ                大学（1）2 女子

宮原　由貴            ﾐﾔﾊﾗ ﾕｷ                 大学（1）3 女子
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50111
氏名: カナ: 学校:No.:

京都府立医大    
性別:

反橋　美香            ｿﾘﾊｼ ﾐｶ                 大学（1）1 女子

50117
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀医科大
性別:

古田　　諒            ﾌﾙﾀ ｻﾄｼ                 大学（5）1 男子

高内　拓海            ﾀｶｳﾁ ﾀｸﾐ                大学（5）2 男子

山口　稜人            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾄ               大学（4）3 男子

足立　壮伸            ｱﾀﾞﾁ ﾓﾘﾉﾌﾞ              大学（1）4 男子

村地みなみ            ﾑﾗﾁ ﾐﾅﾐ                 大学（2）5 女子

前川有希穂            ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｷﾎ               大学（2）6 女子

51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大
性別:

辰巳　尚展            ﾀﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ                大学（4）1 男子

綾　　敏希            ｱﾔ ﾄｼｷ                  大学（1）2 男子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大
性別:

杉谷　大樹            ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ               大学（3）1 男子

相宮　百花            ｱｲﾐﾔ ﾓﾓｶ                大学（3）2 女子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

三宅　　昴            ﾐﾔｹ ﾀｶｼ                 大学（2）1 男子

畠中　優介            ﾊﾀｹﾅｶ ﾕｳｽｹ              大学（3）2 男子

掛水健太郎            ｶｹﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ             大学（1）3 男子

51012
氏名: カナ: 学校:No.:

香川大
性別:

西山　亮平            ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ              大学（3）1 男子

51013
氏名: カナ: 学校:No.:

鳥取大
性別:

乗鞍　俊吾            ﾉﾘｸﾗ ｼｭﾝｺﾞ              大学（3）1 男子

橋本　理貢            ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ                 大学（3）2 男子

原　　功弥            ﾊﾗ ｺｳﾔ                  大学（1）3 男子

51016
氏名: カナ: 学校:No.:

高知大
性別:

豊田　裕也            ﾄﾖﾀ ﾕｳﾔ                 大学（3）1 男子

中　　　陽            ﾅｶ ｱｷﾗ                  大学（2）2 男子

湯口　勝也            ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ                大学（1）3 男子

51017
氏名: カナ: 学校:No.:

海上保安大
性別:

山本　　陽            ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅﾐ                大学（3）1 男子

川島　優太            ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀ                大学（2）2 男子
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51073
氏名: カナ: 学校:No.:

高知工科大
性別:

菰田　誉大            ｺﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ               大学（3）1 男子

菅原　千景            ｽｶﾞﾜﾗ ﾁｶｹﾞ              大学（3）2 男子

中原　雄太            ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ                大学（2）3 男子

大河内優太            ｵｵｺｳﾁ ﾕｳﾀ               大学（2）4 男子

52002
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡教育大      
性別:

宮崎信之介            ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ             大学（2）1 男子

岩本　　陽            ｲﾜﾓﾄ ﾖｳ                 大学（2）2 男子

松島　惇晃            ﾏﾂｼﾏ ｱﾂｷ                大学（1）3 男子

52009
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本大          
性別:

森　　皓亮            ﾓﾘ ﾃﾙｱｷ                 大学（3）1 男子

岩永　稜人            ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ              大学（1）2 男子

山下玲於奈            ﾔﾏｼﾀ ﾚｵﾅ                大学（1）3 男子

河田　陸大            ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ                 大学（1）4 男子

52014
氏名: カナ: 学校:No.:

佐賀大          
性別:

上川　和華            ｶﾐｶﾜ ﾜｶ                 大学（2）1 女子

52017
氏名: カナ: 学校:No.:

大分大          
性別:

豊福　雅浩            ﾄﾖﾌｸ ﾏｻﾋﾛ               大学（3）1 男子

堀　　英大            ﾎﾘ ｴｲﾀﾞｲ                大学（3）2 男子

52019
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿児島大        
性別:

山下　　茂            ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞﾙ               大学（2）1 男子

谷口　悠也            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ               大学（3）2 男子

東　　遼大            ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ                大学（2）3 男子

亀田　菜月            ｶﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ                大学（4）4 女子

52020
氏名: カナ: 学校:No.:

宮崎大          
性別:

木村　航也            ｷﾑﾗ ｺｳﾔ                 大学（1）1 男子

久山　真海            ﾋｻﾔﾏ ﾏｻﾐ                大学（1）2 男子

内山　大和            ｳﾁﾔﾏ ﾔﾏﾄ                大学（1）3 男子

52021
氏名: カナ: 学校:No.:

琉球大          
性別:

平良　碩紹            ﾀｲﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ               大学（2）1 男子

栗原　大輔            ｸﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ              大学（2）2 男子

片山　　翼            ｶﾀﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ               大学（2）3 男子

小林　新奈            ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｲﾅ               大学（1）4 女子

53070
氏名: カナ: 学校:No.:

山形大          
性別:

板垣　拓夢            ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛﾑ               大学（1）1 男子

神谷　歩里            ｶﾐﾔ ｱﾕﾘ                 大学（3）2 女子

青柳　　萌            ｱｵﾔｷﾞ ﾓｴ                大学（1）3 女子
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53095
氏名: カナ: 学校:No.:

弘前大          
性別:

小林　俊哉            ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ               大学（2）1 男子

53257
氏名: カナ: 学校:No.:

室蘭工業大
性別:

細谷　拓未            ﾎｿﾔ ﾀｸﾐ                 大学（4）1 男子

佐藤　将弥            ｻﾄｳ ﾏｻﾔ                 大学（2）2 男子

二門　　永            ﾆｶﾄﾞ ﾊﾙｶ                大学（1）3 男子
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