
第８８回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

48001
氏名: カナ: 学校:No.:

東京学芸大      
性別: 申込種目:

谷浦　健太            ﾀﾆｳﾗ ｹﾝﾀ                大学（4）1 男子 個人メドレー  200m

大学（4）2 男子 個人メドレー  400m

和賀　祐樹            ﾜｶﾞ ﾕｳｷ                 大学（4）3 男子 平泳ぎ  100m

小林あゆみ            ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ               大学（3）4 女子 バタフライ  100m

大学（3）5 女子 バタフライ  200m

加藤沙百合            ｶﾄｳ ｻﾕﾘ                 大学（1）6 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）7 女子 背泳ぎ  200m
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第８８回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

48002
氏名: カナ: 学校:No.:

法政大          
性別: 申込種目:

村松　弘基            ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ                大学（4）1 男子 バタフライ  100m

大学（4）2 男子 バタフライ  200m

春日　祐太            ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀ                大学（4）3 男子 自由形  200m

宇津木翔平            ｳﾂｷﾞ ｼｮｳﾍｲ              大学（4）4 男子 バタフライ  100m

大学（4）5 男子 バタフライ  200m

西　　信幸            ﾆｼ ﾉﾌﾞﾕｷ                大学（4）6 男子 平泳ぎ  100m

内田　裕大            ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ                大学（4）7 男子 個人メドレー  200m

大学（4）8 男子 個人メドレー  400m

生井　義人            ｲｸｲ ﾖｼﾋﾄ                大学（4）9 男子 自由形   50m

大学（4）10 男子 自由形  100m

斎藤　拓之            ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ               大学（3）11 男子 個人メドレー  200m

大学（3）12 男子 個人メドレー  400m

池田　　翔            ｲｹﾀﾞ ｶｹﾙ                大学（3）13 男子 自由形  400m

大学（3）14 男子 自由形 1500m

米川　　琢            ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ                 大学（3）15 男子 自由形   50m

松原　　颯            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾃ               大学（3）16 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）17 男子 背泳ぎ  200m

森　　洋介            ﾓﾘ ﾖｳｽｹ                 大学（3）18 男子 個人メドレー  200m

大学（3）19 男子 個人メドレー  400m

須田　智博            ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ                大学（3）20 男子 自由形  200m

山口　大貴            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ               大学（3）21 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）22 男子 平泳ぎ  200m

小川　将平            ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ              大学（2）23 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）24 男子 背泳ぎ  200m

東　　隼平            ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            大学（2）25 男子 自由形  400m

大学（2）26 男子 自由形 1500m

大林　洋平            ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ             大学（2）27 男子 自由形   50m

露崎　真基            ﾂﾕｻｷ ﾏｻｷ                大学（2）28 男子 自由形  400m

大学（2）29 男子 自由形 1500m

池端　宏文            ｲｹﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ              大学（2）30 男子 自由形  100m

大学（2）31 男子 バタフライ  100m

川畑　佑平            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾍｲ              大学（2）32 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）33 男子 平泳ぎ  200m

中山　貴裕            ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ               大学（1）34 男子 自由形  200m

伊佐治　淳            ｲｻｼﾞ ｼﾞｭﾝ               大学（1）35 男子 自由形  100m

大学（1）36 男子 バタフライ  200m

山岸　祐介            ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ              大学（1）37 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）38 男子 背泳ぎ  200m

堤　　大陸            ﾂﾂﾐ ﾋﾛﾑ                 大学（1）39 男子 平泳ぎ  200m

岡田　　愛            ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ               大学（4）40 女子 バタフライ  100m

大学（4）41 女子 バタフライ  200m

広瀬　愛美            ﾋﾛｾ ﾏﾅﾐ                 大学（4）42 女子 自由形  400m

村上　　栞            ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ                大学（4）43 女子 自由形   50m

大学（4）44 女子 自由形  100m

嘉陽　文香            ｶﾖｳ ﾌﾐｶ                 大学（3）45 女子 自由形  800m

大学（3）46 女子 個人メドレー  400m

狩野ひろか            ｶﾉ ﾋﾛｶ                  大学（3）47 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）48 女子 背泳ぎ  200m

吉田英里子            ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ                大学（2）49 女子 自由形   50m
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吉田英里子            ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ                大学（2）50 女子 自由形  100m

中村　桃子            ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ                大学（1）51 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）52 女子 背泳ぎ  200m

浜野　麻綾            ﾊﾏﾉ ﾏﾔ                  大学（1）53 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）54 女子 平泳ぎ  200m

根岸　優歩            ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾎ                大学（1）55 女子 バタフライ  100m

大学（1）56 女子 バタフライ  200m

木屋川内万穂          ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾏﾎ               大学（1）57 女子 自由形  200m

大学（1）58 女子 自由形  400m

茂木　美桜            ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ                 大学（1）59 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）60 女子 平泳ぎ  200m
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第８８回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別: 申込種目:

松島　圭佑            ﾏﾂｼﾏ ｹｲｽｹ               大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

山田　浩平            ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ               大学（4）3 男子 自由形  400m

大学（4）4 男子 自由形 1500m

平　　龍大            ﾀｲﾗ ﾘｮｳｽｹ               大学（4）5 男子 自由形   50m

大学（4）6 男子 バタフライ  100m

矢野　史弥            ﾔﾉ ﾌﾐﾔ                  大学（4）7 男子 自由形  100m

氏林　倭人            ｳｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ             大学（4）8 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）9 男子 背泳ぎ  200m

伊藤　忠治            ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ               大学（4）10 男子 個人メドレー  200m

笠井　一樹            ｶｻｲ ｶｽﾞｷ                大学（3）11 男子 バタフライ  100m

大学（3）12 男子 バタフライ  200m

石橋　千彰            ｲｼﾊﾞｼ ﾁｱｷ               大学（3）13 男子 自由形  200m

大学（3）14 男子 自由形  400m

三阪　拓未            ﾐｻｶ ﾀｸﾐ                 大学（3）15 男子 個人メドレー  400m

宮本　淳平            ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            大学（3）16 男子 自由形  100m

大学（3）17 男子 自由形  200m

塩浦　慎理            ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ                大学（3）18 男子 自由形   50m

大学（3）19 男子 自由形  100m

三船　涼太            ﾐﾌﾈ ﾘｮｳﾀ                大学（3）20 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）21 男子 背泳ぎ  200m

畑中　隆輔            ﾊﾀﾅｶ ﾘｭｳｽｹ              大学（3）22 男子 平泳ぎ  200m

神野　雄司            ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞ                大学（2）23 男子 バタフライ  100m

大学（2）24 男子 バタフライ  200m

瀧口　陽平            ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ              大学（2）25 男子 自由形  400m

大学（2）26 男子 自由形 1500m

齋藤　陽介            ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ               大学（2）27 男子 自由形  200m

内田　　仁            ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ                大学（2）28 男子 個人メドレー  200m

大学（2）29 男子 個人メドレー  400m

堤　　貴大            ﾂﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ                大学（2）30 男子 個人メドレー  200m

大学（2）31 男子 個人メドレー  400m

安野　真幸            ｱﾝﾉ ﾏｻﾕｷ                大学（2）32 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）33 男子 背泳ぎ  200m

新山　政樹            ﾆｲﾔﾏ ﾏｻｷ                大学（1）34 男子 平泳ぎ  100m

竹下　正悟            ﾀｹｼﾀ ｼｮｳｺﾞ              大学（1）35 男子 平泳ぎ  100m

中曽根功也            ﾅｶｿﾈ ｺｳﾔ                大学（1）36 男子 バタフライ  200m

金井　佑馬            ｶﾅｲ ﾕｳﾏ                 大学（1）37 男子 平泳ぎ  200m

西井　　良            ﾆｼｲ ﾘｮｳ                 大学（1）38 男子 自由形   50m

田實　毬沙            ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ                大学（3）39 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）40 女子 平泳ぎ  200m

岩嵜有加里            ｲﾜｻｷ ﾕｶﾘ                大学（1）41 女子 個人メドレー  200m

大学（1）42 女子 個人メドレー  400m

黒木満佐子            ｸﾛｷ ﾏｻｺ                 大学（1）43 女子 自由形   50m

大学（1）44 女子 バタフライ  100m
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第８８回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

48005
氏名: カナ: 学校:No.:

玉川大          
性別: 申込種目:

山本　一輝            ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｷ                大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 個人メドレー  200m

穴久保　諒            ｱﾅｸﾎﾞ ﾏｺﾄ               大学（2）3 男子 平泳ぎ  200m
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第８８回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大      
性別: 申込種目:

田中　直規            ﾀﾅｶ ﾅｵｷ                 大学（4）1 男子 自由形  200m

大学（4）2 男子 自由形  400m

戸辺　健介            ﾄﾍﾞ ｹﾝｽｹ                大学（4）3 男子 自由形   50m

堀畑　裕也            ﾎﾘﾊﾀ ﾕｳﾔ                大学（4）4 男子 個人メドレー  200m

大学（4）5 男子 個人メドレー  400m

押田　修平            ｵｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ              大学（4）6 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）7 男子 背泳ぎ  200m

松本　京樹            ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ                大学（4）8 男子 自由形  100m

小田桐勇人            ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ              大学（4）9 男子 バタフライ  100m

大学（4）10 男子 バタフライ  200m

藤森　太将            ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ              大学（3）11 男子 個人メドレー  200m

大学（3）12 男子 個人メドレー  400m

瀬谷　慶成            ｾﾔ ｹｲｾｲ                 大学（3）13 男子 平泳ぎ  200m

藤井　直輝            ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ                大学（3）14 男子 自由形  400m

大学（3）15 男子 自由形 1500m

清水　良祐            ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ              大学（3）16 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）17 男子 平泳ぎ  200m

吉川　直輝            ｷｯｶﾜ ﾅｵｷ                大学（3）18 男子 背泳ぎ  100m

濱田　伸之            ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ              大学（3）19 男子 バタフライ  200m

小関也朱篤            ｺｾｷ ﾔｽﾋﾛ                大学（3）20 男子 自由形  200m

大学（3）21 男子 平泳ぎ  100m

山崎　貴大            ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ              大学（2）22 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）23 男子 背泳ぎ  200m

山崎　祐輝            ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ               大学（2）24 男子 自由形  100m

大学（2）25 男子 自由形  200m

佐藤龍之介            ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ              大学（2）26 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）27 男子 平泳ぎ  200m

羽賀　大記            ﾊｶﾞ ﾀﾞｲｷ                大学（1）28 男子 自由形   50m

大学（1）29 男子 自由形  100m

藤森　丈晴            ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ              大学（1）30 男子 背泳ぎ  200m

大学（1）31 男子 個人メドレー  400m

村山　果歩            ﾑﾗﾔﾏ ｶﾎ                 大学（4）32 女子 平泳ぎ  100m

島添　紗妃            ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ                大学（4）33 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）34 女子 背泳ぎ  200m

津下　尚子            ﾂｹﾞ ﾅｵｺ                 大学（4）35 女子 自由形   50m

大学（4）36 女子 自由形  100m

中岡　洋子            ﾅｶｵｶ ﾖｳｺ                大学（4）37 女子 個人メドレー  200m

大学（4）38 女子 個人メドレー  400m

乗松　夏希            ﾉﾘﾏﾂ ﾅﾂｷ                大学（3）39 女子 自由形   50m

中森千亜紀            ﾅｶﾓﾘ ﾁｱｷ                大学（3）40 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）41 女子 背泳ぎ  200m

小口　綾乃            ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ                大学（3）42 女子 自由形  400m

大学（3）43 女子 自由形  800m

八木　眞波            ﾔｷﾞ ﾏﾅﾐ                 大学（3）44 女子 自由形  200m

清水　咲子            ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ                大学（2）45 女子 個人メドレー  200m

大学（2）46 女子 個人メドレー  400m

鈴木沙代子            ｽｽﾞｷ ｻﾖｺ                大学（2）47 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）48 女子 平泳ぎ  200m

山田　琴絵            ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄｴ                大学（2）49 女子 自由形  400m
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山田　琴絵            ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄｴ                大学（2）50 女子 自由形  800m

津下　晶子            ﾂｹﾞ ｱｷｺ                 大学（2）51 女子 バタフライ  200m

高橋　美帆            ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ                 大学（2）52 女子 個人メドレー  200m

大学（2）53 女子 個人メドレー  400m

平井さやか            ﾋﾗｲ ｻﾔｶ                 大学（2）54 女子 自由形  100m

大学（2）55 女子 自由形  200m

播磨　季美            ﾊﾘﾏ ｽｴﾐ                 大学（1）56 女子 バタフライ  100m

埜下左知代            ﾉｼﾀ ｻﾁﾖ                 大学（1）57 女子 自由形   50m

大学（1）58 女子 平泳ぎ  100m

川除　結花            ｶﾜﾖｹ ﾕｶ                 大学（1）59 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）60 女子 背泳ぎ  200m

清水　香菜            ｼﾐｽﾞ ｶﾅ                 大学（1）61 女子 バタフライ  100m

大学（1）62 女子 バタフライ  200m

伊藤千凪海            ｲﾄｳ ﾁﾅﾐ                 大学（1）63 女子 自由形  400m

大学（1）64 女子 自由形  800m

田尾優里香            ﾀｵ ﾕﾘｶ                  大学（1）65 女子 自由形  100m

大学（1）66 女子 自由形  200m

48008
氏名: カナ: 学校:No.:

明治学院大      
性別: 申込種目:

市原　佳奈            ｲﾁﾊﾗ ｶﾅ                 大学（1）1 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）2 女子 平泳ぎ  200m
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48011
氏名: カナ: 学校:No.:

日本女子体大    
性別: 申込種目:

大橋　　舞            ｵｵﾊｼ ﾏｲ                 大学（4）1 女子 背泳ぎ  100m

諸貫　　彩            ﾓﾛﾇｷ ｱﾔ                 大学（4）2 女子 自由形   50m

大学（4）3 女子 自由形  100m

菊地ゆめみ            ｷｸﾁ ﾕﾒﾐ                 大学（4）4 女子 バタフライ  100m

大学（4）5 女子 バタフライ  200m

渡邊　美樹            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ                大学（4）6 女子 自由形   50m

三田寺菜摘            ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾅﾂﾐ               大学（3）7 女子 自由形  200m

吉田　沙織            ﾖｼﾀﾞ ｻｵﾘ                大学（3）8 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）9 女子 平泳ぎ  200m

太田　早紀            ｵｵﾀ ｻｷ                  大学（3）10 女子 自由形  400m

大学（3）11 女子 自由形  800m

野路　　霞            ﾉｼﾞ ｶｽﾐ                 大学（3）12 女子 自由形  100m

田村　美優            ﾀﾑﾗ ﾐﾕ                  大学（3）13 女子 バタフライ  100m

泉水　春香            ｾﾝｽｲ ﾊﾙｶ                大学（3）14 女子 平泳ぎ  100m

関谷　早紀            ｾｷﾔ ｻｷ                  大学（2）15 女子 自由形   50m

武藤　千明            ﾑﾄｳ ﾁｱｷ                 大学（2）16 女子 自由形  400m

吉田　夏海            ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ                大学（2）17 女子 バタフライ  200m

山田　神奈            ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾅ                大学（2）18 女子 個人メドレー  200m

大学（2）19 女子 個人メドレー  400m

渡邊　花純            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ               大学（2）20 女子 平泳ぎ  200m

長島　菜央            ﾅｶﾞｼﾏ ﾅｵ                大学（2）21 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）22 女子 背泳ぎ  200m

小川　美和            ｵｶﾞﾜ ﾐﾜ                 大学（1）23 女子 個人メドレー  200m

大学（1）24 女子 個人メドレー  400m

瀬倉　未智            ｾｸﾗ ﾐｻﾄ                 大学（1）25 女子 自由形  100m

大学（1）26 女子 自由形  200m

服部　　希            ﾊｯﾄﾘ ﾉｿﾞﾐ               大学（1）27 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）28 女子 背泳ぎ  200m

飯沼　南々            ｲｲﾇﾏ ﾅﾅ                 大学（1）29 女子 自由形  800m

藪　　仁美            ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ                 大学（1）30 女子 バタフライ  100m

大学（1）31 女子 バタフライ  200m

田中　　楓            ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ                大学（1）32 女子 自由形  200m

大学（1）33 女子 自由形  400m

山口紫緒梨            ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ               大学（1）34 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）35 女子 平泳ぎ  200m

神山　菜穂            ｶﾐﾔﾏ ﾅﾎ                 大学（1）36 女子 個人メドレー  200m

大学（1）37 女子 個人メドレー  400m

48014
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜市立大      
性別: 申込種目:

近藤　駿翼            ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ             大学（4）1 男子 自由形   50m

48016
氏名: カナ: 学校:No.:

学習院大        
性別: 申込種目:

村田　陽甫            ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ                大学（3）1 男子 自由形  200m

林　　成胡            ｲﾑ ｿﾝﾎ                  大学（2）2 男子 自由形   50m

大学（2）3 男子 自由形  100m

花島　　惇            ﾊﾅｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ              大学（1）4 男子 自由形   50m
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48018
氏名: カナ: 学校:No.:

立正大          
性別: 申込種目:

笹山　康太            ｻｻﾔﾏ ｺｳﾀ                大学（2）1 男子 背泳ぎ  200m

48019
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜国立大      
性別: 申込種目:

柳　　礼央            ﾔﾅｷﾞ ﾚｵ                 大学（2）1 男子 自由形   50m

岩田ひかる            ｲﾜﾀ ﾋｶﾙ                 大学（3）2 女子 背泳ぎ  200m

48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別: 申込種目:

田中　興二            ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ                大学（4）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 背泳ぎ  200m

安藤　直輝            ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ               大学（4）3 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）4 男子 平泳ぎ  200m

慶長　聖也            ﾖｼﾅｶﾞ ｾｲﾔ               大学（3）5 男子 個人メドレー  200m

森　　　岳            ﾓﾘ ｶﾞｸ                  大学（2）6 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）7 男子 背泳ぎ  200m

野崎　雄大            ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（1）8 男子 背泳ぎ  200m

木村　匠吾            ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ               大学（1）9 男子 自由形  100m

大学（1）10 男子 自由形  200m

渡辺　健吾            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ              大学（1）11 男子 平泳ぎ  100m

梅本　雅之            ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ               大学（1）12 男子 バタフライ  100m

大学（1）13 男子 バタフライ  200m

福岡　　茜            ﾌｸｵｶ ｱｶﾈ                大学（4）14 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）15 女子 平泳ぎ  200m

吉田　篤代            ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ                大学（3）16 女子 自由形  200m

大学（3）17 女子 自由形  400m

木屋川内千穂          ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾁﾎ               大学（3）18 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）19 女子 平泳ぎ  200m

伊藤美樹子            ｲﾄｳ ﾐｷｺ                 大学（2）20 女子 自由形  200m

天田あすか            ｱﾏﾀﾞ ｱｽｶ                大学（1）21 女子 自由形  400m

大学（1）22 女子 自由形  800m

根岸　真那            ﾈｷﾞｼ ﾏﾅ                 大学（1）23 女子 背泳ぎ  100m

鍵矢　遥菜            ｶｷﾞﾔ ﾊﾙﾅ                大学（1）24 女子 自由形   50m

大学（1）25 女子 背泳ぎ  100m

鹿糠　志帆            ｶﾇｶ ｼﾎ                  大学（1）26 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）27 女子 個人メドレー  200m
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48024
氏名: カナ: 学校:No.:

東京女子体大    
性別: 申込種目:

奥埜さくら            ｵｸﾉ ｻｸﾗ                 大学（4）1 女子 自由形  800m

大学（4）2 女子 バタフライ  200m

伊藤　　彩            ｲﾄｳ ｱﾔ                  大学（3）3 女子 自由形   50m

大学（3）4 女子 バタフライ  100m

町田　愛衣            ﾏﾁﾀﾞ ｱｲ                 大学（3）5 女子 平泳ぎ  200m

山倉　千明            ﾔﾏｸﾗ ﾁｱｷ                大学（3）6 女子 自由形  800m

小野　　桜            ｵﾉ ｻｸﾗ                  大学（2）7 女子 自由形   50m

逆井　　結            ｻｶｻｲ ﾕｲ                 大学（2）8 女子 個人メドレー  200m

土赤　育未            ﾂﾁｱｶ ｲｸﾐ                大学（2）9 女子 自由形   50m

高野　紗永            ﾀｶﾉ ｻｴ                  大学（2）10 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）11 女子 背泳ぎ  200m

寺田明希美            ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾐ                大学（1）12 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）13 女子 背泳ぎ  200m

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大          
性別: 申込種目:

渥美翔太郎            ｱﾂﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ              大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

富永　航平            ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ              大学（3）2 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）3 男子 平泳ぎ  200m

岡崎　健斗            ｵｶｻﾞｷ ｹﾝﾄ               大学（2）4 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）5 男子 平泳ぎ  200m

山根　美咲            ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ                 大学（4）6 女子 自由形   50m

大学（4）7 女子 自由形  100m
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48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別: 申込種目:

堀内　京介            ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳｽｹ              大学（4）1 男子 背泳ぎ  200m

八子　太輔            ﾔｺ ﾀﾞｲｽｹ                大学（4）2 男子 バタフライ  200m

伊藤　翔太            ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ                大学（4）3 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）4 男子 背泳ぎ  200m

兵頭　洋樹            ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ              大学（4）5 男子 自由形   50m

大学（4）6 男子 自由形  100m

間瀬　祥吾            ﾏｾ ｼｮｳｺﾞ                大学（4）7 男子 個人メドレー  200m

田中　佑樹            ﾀﾅｶ ﾕｳｷ                 大学（4）8 男子 自由形 1500m

大学（4）9 男子 個人メドレー  400m

濱野　佑麻            ﾊﾏﾉ ﾕｳﾏ                 大学（4）10 男子 個人メドレー  200m

大学（4）11 男子 個人メドレー  400m

松本　行永            ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾅｶﾞ              大学（4）12 男子 自由形  100m

林　　剛大            ﾊﾔｼ ﾀｹﾋﾛ                大学（4）13 男子 自由形  200m

岡田　哲哉            ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ                大学（3）14 男子 自由形   50m

大学（3）15 男子 自由形  100m

清井　広貴            ｷﾖｲ ｺｳｷ                 大学（3）16 男子 バタフライ  200m

布施　清平            ﾌｾ ｷﾖﾋﾗ                 大学（3）17 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）18 男子 平泳ぎ  200m

井田　憲吾            ｲﾀﾞ ｹﾝｺﾞ                大学（3）19 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）20 男子 バタフライ  100m

水本　達也            ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ               大学（3）21 男子 平泳ぎ  100m

谷口　雅彦            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ              大学（3）22 男子 自由形 1500m

岡島　佑樹            ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ               大学（2）23 男子 自由形   50m

岡田　朋哲            ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ               大学（2）24 男子 バタフライ  100m

益子　湧気            ﾏｼｺ ﾕｳｷ                 大学（2）25 男子 平泳ぎ  200m

中道　壮大            ﾅｶﾐﾁ ｿｳﾀﾞｲ              大学（2）26 男子 自由形  200m

島崎将太朗            ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ            大学（2）27 男子 平泳ぎ  100m

小坂部聡士            ｵｻｶﾍﾞ ｻﾄｼ               大学（2）28 男子 バタフライ  100m

奥田　大地            ｵｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ               大学（1）29 男子 自由形  400m

松浦　大輔            ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ              大学（1）30 男子 自由形 1500m

遠藤　太陽            ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ               大学（1）31 男子 バタフライ  200m

馬場　拓哉            ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾔ                大学（1）32 男子 平泳ぎ  200m

福山　直人            ﾌｸﾔﾏ ﾅｵﾄ                大学（1）33 男子 個人メドレー  200m

大学（1）34 男子 個人メドレー  400m

田中　宏樹            ﾀﾅｶ ｺｳｷ                 大学（1）35 男子 自由形  400m

大学（1）36 男子 背泳ぎ  100m

高岡　慎司            ﾀｶｵｶ ｼﾝｼﾞ               大学（1）37 男子 背泳ぎ  200m

石川　亮太            ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ               大学（1）38 男子 自由形  200m

橋野　幸穂            ﾊｼﾉ ﾕｷﾎ                 大学（4）39 女子 平泳ぎ  100m

西　　千尋            ﾆｼ ﾁﾋﾛ                  大学（3）40 女子 背泳ぎ  100m

小林　崚花            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ              大学（3）41 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）42 女子 平泳ぎ  200m

坂戸　里実            ｻｶﾄ ｻﾄﾐ                 大学（3）43 女子 バタフライ  100m

大学（3）44 女子 バタフライ  200m

三原　未夕            ﾐﾊﾗ ﾐﾕ                  大学（3）45 女子 バタフライ  100m

大学（3）46 女子 バタフライ  200m

篠村美優輝            ｼﾉﾑﾗ ﾐﾕｷ                大学（2）47 女子 自由形  200m

松下　彩花            ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ                大学（1）48 女子 自由形  800m

大学（1）49 女子 個人メドレー  400m

11/55 ページ2012年8月7日 0:09:23



第８８回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
鈴木　悠花            ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ                大学（1）50 女子 バタフライ  100m

大学（1）51 女子 バタフライ  200m

福岡夏菜恵            ﾌｸｵｶ ｶﾅｴ                大学（1）52 女子 自由形   50m

菊池　真実            ｷｸﾁ ﾏﾐ                  大学（1）53 女子 自由形  200m

大学（1）54 女子 自由形  400m

坂本　陽子            ｻｶﾓﾄ ﾖｳｺ                大学（1）55 女子 自由形  200m

大学（1）56 女子 自由形  400m

江田　佳子            ｴﾀﾞ ﾖｼｺ                 大学（1）57 女子 自由形   50m

大学（1）58 女子 自由形  100m

48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大          
性別: 申込種目:

高橋　里喜            ﾀｶﾊｼ ﾘｷ                 大学（4）1 男子 自由形   50m

小野　晃弘            ｵﾉ ｱｷﾋﾛ                 大学（4）2 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）3 男子 背泳ぎ  200m

稲垣　圭吾            ｲﾅｶﾞｷ ｹｲｺﾞ              大学（3）4 男子 平泳ぎ  200m

藤沢　千大            ﾌｼﾞｻﾜ ﾁﾋﾛ               大学（3）5 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）6 男子 背泳ぎ  200m

矢野　宏基            ﾔﾉ ﾋﾛｷ                  大学（3）7 男子 バタフライ  100m

大学（3）8 男子 バタフライ  200m

篠木　　薫            ｼﾉｷ ｶｵﾙ                 大学（2）9 男子 自由形 1500m

大学（2）10 男子 バタフライ  200m

吉井　優太            ﾖｼｲ ﾕｳﾀ                 大学（2）11 男子 自由形   50m

塩谷　　励            ｼｵﾔ ﾚｲ                  大学（2）12 男子 個人メドレー  200m

大学（2）13 男子 個人メドレー  400m

筒井　健太            ﾂﾂｲ ｹﾝﾀ                 大学（2）14 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）15 男子 背泳ぎ  200m

山崎　理恵            ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｴ                大学（4）16 女子 個人メドレー  200m

大学（4）17 女子 個人メドレー  400m

籾浦　璃奈            ﾓﾐｳﾗ ﾘﾅ                 大学（4）18 女子 バタフライ  200m

大平　桃子            ｵｵﾋﾗ ﾓﾓｺ                大学（3）19 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）20 女子 平泳ぎ  200m

畑　　成美            ﾊﾀ ﾅﾙﾐ                  大学（3）21 女子 バタフライ  200m

佐藤　綾音            ｻﾄｳ ｱﾔﾈ                 大学（2）22 女子 バタフライ  100m

猿渡　由佳            ｻﾙﾜﾀﾘ ﾕｳｶ               大学（2）23 女子 自由形  800m

塩谷　波那            ｼｵﾔ ﾊﾅ                  大学（1）24 女子 バタフライ  100m

大学（1）25 女子 バタフライ  200m

西　　結衣            ﾆｼ ﾕｲ                   大学（1）26 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）27 女子 平泳ぎ  200m
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48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別: 申込種目:

清水　大樹            ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ                大学（4）1 男子 自由形  400m

大学（4）2 男子 個人メドレー  400m

丹野　裕文            ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ               大学（4）3 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）4 男子 背泳ぎ  200m

伊藤　祐貴            ｲﾄｳ ﾕｳｷ                 大学（3）5 男子 自由形   50m

児玉　佳祐            ｺﾀﾞﾏ ｹｲｽｹ               大学（3）6 男子 自由形   50m

大学（3）7 男子 バタフライ  100m

宮田　朋仁            ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾋﾄ                大学（3）8 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）9 男子 平泳ぎ  200m

村上　雄紀            ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ                大学（3）10 男子 自由形  100m

大学（3）11 男子 自由形  200m

大橋　勇斗            ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ                大学（3）12 男子 自由形  100m

大学（3）13 男子 自由形  200m

折原　一彰            ｵﾘﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ              大学（3）14 男子 自由形   50m

大学（3）15 男子 自由形  100m

大原　拓也            ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾔ                大学（3）16 男子 バタフライ  100m

大学（3）17 男子 バタフライ  200m

川上　耕平            ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ               大学（3）18 男子 背泳ぎ  200m

大学（3）19 男子 個人メドレー  200m

外川　貴大            ｿﾄｶﾜ ｷﾋﾛ                大学（2）20 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）21 男子 平泳ぎ  200m

根本　雅之            ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ                大学（2）22 男子 背泳ぎ  100m

伊藤　　将            ｲﾄｳ ｼｮｳ                 大学（2）23 男子 自由形  200m

武藤　大季            ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ                 大学（2）24 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）25 男子 背泳ぎ  200m

大山　和也            ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾔ               大学（2）26 男子 個人メドレー  200m

乾　　隆徳            ｲﾇｲ ﾀｶﾉﾘ                大学（1）27 男子 自由形  400m

大学（1）28 男子 個人メドレー  200m

中川　　海            ﾅｶｶﾞﾜ ｶｲ                大学（1）29 男子 バタフライ  100m

大学（1）30 男子 バタフライ  200m

土橋　知佳            ﾄﾞﾊﾞｼ ﾁｶ                大学（4）31 女子 バタフライ  100m

大学（4）32 女子 バタフライ  200m

根本　　瞳            ﾈﾓﾄ ﾋﾄﾐ                 大学（4）33 女子 自由形   50m

大学（4）34 女子 自由形  100m

松井　聡子            ﾏﾂｲ ｻﾄｺ                 大学（4）35 女子 背泳ぎ  100m

阿部　　萌            ｱﾍﾞ ﾓｴ                  大学（4）36 女子 個人メドレー  200m

高橋　彩可            ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ                大学（4）37 女子 個人メドレー  200m

眞弓　祐子            ﾏﾕﾐ ﾕｳｺ                 大学（3）38 女子 自由形  100m

大学（3）39 女子 自由形  200m

杉崎　可奈            ｽｷﾞｻｷ ｶﾅ                大学（2）40 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）41 女子 平泳ぎ  200m

三浦　萌華            ﾐｳﾗ ﾓｴｶ                 大学（2）42 女子 バタフライ  100m

稲田　実紗            ｲﾅﾀﾞ ﾐｻ                 大学（2）43 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）44 女子 平泳ぎ  200m

岡澤　宏美            ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ               大学（2）45 女子 自由形  200m

大学（2）46 女子 自由形  400m

江見　涼香            ｴﾐ ｽｽﾞｶ                 大学（1）47 女子 個人メドレー  200m

大学（1）48 女子 個人メドレー  400m

山本　菜摘            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ                大学（1）49 女子 自由形  200m
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山本　菜摘            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ                大学（1）50 女子 バタフライ  200m

白井　沙菜            ｼﾗｲ ｻﾅ                  大学（1）51 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）52 女子 背泳ぎ  200m

後藤　沙貴            ｺﾞﾄｳ ｻｷ                 大学（1）53 女子 自由形  400m

大学（1）54 女子 自由形  800m

秋山　遥奈            ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ                大学（1）55 女子 バタフライ  200m

大学（1）56 女子 個人メドレー  400m
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48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大          
性別: 申込種目:

平井　康翔            ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ                大学（4）1 男子 自由形  400m

大学（4）2 男子 自由形 1500m

金子　貴宏            ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ                大学（4）3 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）4 男子 平泳ぎ  200m

久保田麻里勢          ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｾ                大学（4）5 男子 自由形   50m

大和田卓爾            ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸｼﾞ              大学（4）6 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）7 男子 平泳ぎ  200m

益田　浩平            ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ               大学（4）8 男子 自由形  100m

大学（4）9 男子 自由形  200m

元井　建吾            ﾓﾄｲ ｹﾝｺﾞ                大学（4）10 男子 バタフライ  100m

大学（4）11 男子 バタフライ  200m

伊与部　嵩            ｲﾖﾍﾞ ﾀｶｼ                大学（4）12 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）13 男子 個人メドレー  200m

坂本　和之            ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ              大学（3）14 男子 個人メドレー  400m

中塚　健太            ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ                大学（3）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）16 男子 背泳ぎ  200m

安孫子拓郎            ｱﾋﾞｺ ﾀｸﾛｳ               大学（3）17 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）18 男子 平泳ぎ  200m

吉澤　太雲            ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾓ               大学（3）19 男子 自由形   50m

大学（3）20 男子 自由形  100m

鮫島　渓太            ｻﾒｼﾏ ｹｲﾀ                大学（3）21 男子 個人メドレー  200m

大学（3）22 男子 個人メドレー  400m

設楽　俊太            ｼﾀﾗ ｼｭﾝﾀ                大学（3）23 男子 背泳ぎ  200m

大学（3）24 男子 個人メドレー  200m

中嶋　亮互            ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ             大学（2）25 男子 バタフライ  100m

大学（2）26 男子 バタフライ  200m

渡邊　涼太            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              大学（2）27 男子 自由形  400m

大学（2）28 男子 自由形 1500m

加藤　浩平            ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ                大学（2）29 男子 自由形  200m

矢澤　隼人            ﾔｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ                大学（2）30 男子 背泳ぎ  200m

大学（2）31 男子 バタフライ  100m

横尾　和樹            ﾖｺｵ ｶｽﾞｷ                大学（2）32 男子 自由形  100m

大学（2）33 男子 自由形  200m

平井　彬嗣            ﾋﾗｲ ｱﾔﾂｸﾞ               大学（1）34 男子 自由形  400m

大学（1）35 男子 自由形 1500m

工藤　優介            ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ               大学（1）36 男子 自由形   50m

大学（1）37 男子 背泳ぎ  100m

佐藤　広隆            ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ                大学（1）38 男子 バタフライ  200m

作道　　舞            ﾂｸﾘﾐﾁ ﾏｲ                大学（4）39 女子 個人メドレー  200m

大学（4）40 女子 個人メドレー  400m

関根　理沙            ｾｷﾈ ﾘｻ                  大学（1）41 女子 自由形  100m

大学（1）42 女子 自由形  200m

住吉　茉莉            ｽﾐﾖｼ ﾏﾘ                 大学（1）43 女子 自由形  100m

大学（1）44 女子 自由形  200m

48038
氏名: カナ: 学校:No.:

東京経済大      
性別: 申込種目:

猪熊　亜美            ｲﾉｸﾏ ｱﾐ                 大学（1）1 女子 背泳ぎ  100m
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48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大          
性別: 申込種目:

佐野　公英            ｻﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ                大学（4）1 男子 個人メドレー  200m

大学（4）2 男子 個人メドレー  400m

菊池　皓大            ｷｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ               大学（4）3 男子 バタフライ  100m

大学（4）4 男子 バタフライ  200m

河原　稔也            ｶﾜﾊﾗ ﾄｼﾔ                大学（4）5 男子 自由形  100m

中村　槙吾            ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ               大学（4）6 男子 自由形  100m

坂本　章記            ｻｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ               大学（4）7 男子 自由形   50m

坂野　栄信            ｻｶﾉ ｴｲｼﾝ                大学（3）8 男子 平泳ぎ  100m

西山賢太郎            ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ              大学（3）9 男子 自由形  200m

大学（3）10 男子 自由形  400m

佐藤　智俊            ｻﾄｳ ｻﾄｼ                 大学（3）11 男子 自由形   50m

大学（3）12 男子 バタフライ  100m

林　　佑樹            ﾊﾔｼ ﾕｳｷ                 大学（3）13 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）14 男子 平泳ぎ  200m

金子　雅紀            ｶﾈｺ ﾏｻｷ                 大学（3）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）16 男子 背泳ぎ  200m

福家　健宗            ﾌｸｲｴ ﾀｹﾑﾈ               大学（2）17 男子 平泳ぎ  200m

鏡味　卓也            ｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ                大学（2）18 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）19 男子 背泳ぎ  200m

村川　　諒            ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ                大学（2）20 男子 個人メドレー  200m

大学（2）21 男子 個人メドレー  400m

松田　義之            ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ               大学（2）22 男子 自由形   50m

大学（2）23 男子 自由形  100m

山田　眞崇            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ               大学（2）24 男子 バタフライ  200m

畠山　　理            ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾔﾙ               大学（2）25 男子 自由形  200m

大学（2）26 男子 自由形  400m

一法師健人            ｲｯﾎﾟｳｼ ｹﾝﾄ              大学（1）27 男子 自由形  200m

大学（1）28 男子 自由形  400m

川合　慧卓            ｶﾜｲ ｹｲﾀｸ                大学（1）29 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）30 男子 平泳ぎ  200m

林　世志輝            ﾊﾔｼ ﾖｼｷ                 大学（1）31 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）32 男子 背泳ぎ  200m

脇本　茉耶            ﾜｷﾓﾄ ﾏﾔ                 大学（4）33 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）34 女子 平泳ぎ  200m

佐藤　咲季            ｻﾄｳ ｻｷ                  大学（4）35 女子 自由形   50m

大学（4）36 女子 自由形  100m

三輪　彩奈            ﾐﾜ ｱﾔﾅ                  大学（4）37 女子 バタフライ  100m

大学（4）38 女子 バタフライ  200m

長岡裕里子            ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ               大学（4）39 女子 個人メドレー  200m

大学（4）40 女子 個人メドレー  400m

栃原　愛弓            ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ                大学（3）41 女子 自由形   50m

大学（3）42 女子 自由形  100m

日野　　薫            ﾋﾉ ｶｵﾘ                  大学（3）43 女子 自由形  100m

大学（3）44 女子 自由形  200m

世古　千紘            ｾｺ ﾁﾋﾛ                  大学（3）45 女子 自由形   50m

三好　晴香            ﾐﾖｼ ﾊﾙｶ                 大学（3）46 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）47 女子 背泳ぎ  200m

小林明日香            ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ               大学（2）48 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）49 女子 平泳ぎ  200m
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諸貫　瑛美            ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ                 大学（2）50 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）51 女子 背泳ぎ  200m

田浦　和歩            ﾀｳﾗ ｶﾎ                  大学（2）52 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）53 女子 背泳ぎ  200m

中山　美月            ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ               大学（1）54 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）55 女子 平泳ぎ  200m

渡辺　　彩            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ                大学（1）56 女子 個人メドレー  200m

大学（1）57 女子 個人メドレー  400m

後藤　紗葉            ｺﾞﾄｳ ｻﾖ                 大学（1）58 女子 自由形  200m

大学（1）59 女子 自由形  400m

48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大      
性別: 申込種目:

上野　剛道            ｳｴﾉ ﾖｼﾐﾁ                大学（4）1 男子 自由形   50m

渡邉　優磨            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ               大学（2）2 男子 自由形   50m

大学（2）3 男子 自由形  100m

清水　寛朗            ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ               大学（1）4 男子 背泳ぎ  100m

17/55 ページ2012年8月7日 0:09:23



第８８回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別: 申込種目:

岩佐　篤志            ｲﾜｻ ｱﾂｼ                 大学（4）1 男子 バタフライ  100m

大学（4）2 男子 バタフライ  200m

戸野本純希            ﾄﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ              大学（3）3 男子 自由形  100m

大学（3）4 男子 自由形  200m

吉次　恭祐            ﾖｼﾂｷﾞ ｷｮｳｽｹ             大学（3）5 男子 個人メドレー  200m

大学（3）6 男子 個人メドレー  400m

高瀬　颯太            ﾀｶｾ ｿｳﾀ                 大学（2）7 男子 個人メドレー  200m

大学（2）8 男子 個人メドレー  400m

正田　達成            ｼｮｳﾀﾞ ﾀﾂﾅﾘ              大学（2）9 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）10 男子 個人メドレー  200m

福田　晋也            ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ                大学（2）11 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）12 男子 背泳ぎ  200m

角田　隼人            ﾂﾉﾀﾞ ﾊﾔﾄ                大学（2）13 男子 自由形   50m

大学（2）14 男子 背泳ぎ  100m

太田　佳吾            ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ                大学（1）15 男子 自由形  200m

大学（1）16 男子 自由形  400m

高山　恭佑            ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ              大学（1）17 男子 自由形   50m

大学（1）18 男子 自由形  100m

森　　雅和            ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ                大学（1）19 男子 バタフライ  100m

松重　　岳            ﾏﾂｼｹﾞ ｶﾞｸ               大学（1）20 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）21 男子 背泳ぎ  200m

岩永　美里            ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｻﾄ               大学（4）22 女子 自由形  400m

大学（4）23 女子 自由形  800m

宮原　　操            ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻｵ                大学（4）24 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）25 女子 背泳ぎ  200m

高久　　彩            ﾀｶｸ ｱﾔ                  大学（3）26 女子 個人メドレー  200m

大学（3）27 女子 個人メドレー  400m

高野　有紀            ﾀｶﾉ ﾕｷ                  大学（3）28 女子 バタフライ  100m

大学（3）29 女子 バタフライ  200m

宮坂　　忍            ﾐﾔｻｶ ｼﾉﾌﾞ               大学（3）30 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）31 女子 背泳ぎ  200m

笹木　愛恵            ｻｻｷ ﾏﾅｴ                 大学（2）32 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）33 女子 バタフライ  100m

坂巻　　遥            ｻｶﾏｷ ﾊﾙｶ                大学（2）34 女子 平泳ぎ  100m

礒部　七恵            ｲｿﾍﾞ ﾅﾅｴ                大学（2）35 女子 自由形   50m

大学（2）36 女子 自由形  100m

星野　瑞沙            ﾎｼﾉ ﾐｽﾞｻ                大学（1）37 女子 自由形  100m

大学（1）38 女子 自由形  200m

鎌田　遥佳            ｶﾏﾀ ﾊﾙｶ                 大学（1）39 女子 自由形  100m

大学（1）40 女子 自由形  200m

青木のどか            ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ                大学（1）41 女子 自由形  200m

大学（1）42 女子 自由形  400m

48046
氏名: カナ: 学校:No.:

東京理科大      
性別: 申込種目:

鈴木　花菜            ｽｽﾞｷ ｶﾅ                 大学（1）1 女子 自由形  200m
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48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大        
性別: 申込種目:

成田　遼平            ﾅﾘﾀ ﾘｮｳﾍｲ               大学（4）1 男子 バタフライ  200m

中田　崇皓            ﾅｶﾀ ﾀｶｱｷ                大学（4）2 男子 個人メドレー  200m

大学（4）3 男子 個人メドレー  400m

竹本　　聡            ﾀｹﾓﾄ ｻﾄｼ                大学（4）4 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）5 男子 背泳ぎ  200m

田中　恭介            ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ               大学（3）6 男子 自由形  200m

大学（3）7 男子 自由形  400m

片山　武志            ｶﾀﾔﾏ ﾀｹｼ                大学（3）8 男子 平泳ぎ  100m

辻　　彌岳            ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ                 大学（3）9 男子 自由形  200m

松井　翔吾            ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ               大学（2）10 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）11 男子 背泳ぎ  200m

岩佐　夏樹            ｲﾜｻ ﾅﾂｷ                 大学（2）12 男子 自由形   50m

酒井　秀斉            ｻｶｲ ｼｭｳｾｲ               大学（2）13 男子 バタフライ  100m

伊東　篤史            ｲﾄｳ ｱﾂｼ                 大学（1）14 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）15 男子 平泳ぎ  200m

藤田　真平            ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ              大学（1）16 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）17 男子 平泳ぎ  200m

藤井　大立            ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾀｶ               大学（1）18 男子 個人メドレー  200m

大学（1）19 男子 個人メドレー  400m

久保木　怜            ｸﾎﾞｷ ﾚｲ                 大学（4）20 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）21 女子 背泳ぎ  200m

中熊しおり            ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ               大学（4）22 女子 バタフライ  100m

大学（4）23 女子 バタフライ  200m

野見山　萌            ﾉﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ               大学（3）24 女子 自由形   50m

大学（3）25 女子 自由形  100m

大関　美冴            ｵｵｾﾞｷ ﾐｻｴ               大学（3）26 女子 自由形  100m

大学（3）27 女子 自由形  200m

中嶋　優帆            ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾎ                大学（3）28 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）29 女子 平泳ぎ  200m

樋田　裕恵            ﾄｲﾀﾞ ﾋﾛｴ                大学（2）30 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）31 女子 背泳ぎ  200m

河合　明里            ｶﾜｲ ｱｶﾘ                 大学（2）32 女子 個人メドレー  200m

大学（2）33 女子 個人メドレー  400m

渡辺　耶唯            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ                大学（2）34 女子 バタフライ  100m

大学（2）35 女子 バタフライ  200m

渡辺　美根            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾈ                大学（2）36 女子 自由形  400m

大学（2）37 女子 自由形  800m

高橋　桃子            ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ                大学（2）38 女子 自由形   50m

太田　晴菜            ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ                 大学（2）39 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）40 女子 背泳ぎ  200m

松尾　美鈴            ﾏﾂｵ ﾐｽｽﾞ                大学（1）41 女子 個人メドレー  200m

大学（1）42 女子 個人メドレー  400m

岩崎　彩香            ｲﾜｻｷ ｱﾔｶ                大学（1）43 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）44 女子 平泳ぎ  200m

赤崎　　希            ｱｶｻｷ ﾉｿﾞﾐ               大学（1）45 女子 自由形  200m

関根　汐絵            ｾｷﾈ ｼｵｴ                 大学（1）46 女子 自由形  200m

馬渡友佳里            ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ               大学（1）47 女子 自由形   50m

大学（1）48 女子 自由形  100m

吉田　朝日            ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ                大学（1）49 女子 自由形  400m
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吉田　朝日            ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ                大学（1）50 女子 自由形  800m

山下　友梨            ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ                 大学（1）51 女子 自由形  400m

大学（1）52 女子 自由形  800m

48050
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉商科大      
性別: 申込種目:

池田　宏樹            ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ                大学（3）1 男子 バタフライ  100m

大学（3）2 男子 バタフライ  200m

中井　雄太            ﾅｶｲ ﾕｳﾀ                 大学（1）3 男子 個人メドレー  200m

大学（1）4 男子 個人メドレー  400m

髙橋　裕治            ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ               大学（1）5 男子 自由形  200m

大学（1）6 男子 自由形  400m

江刺　知樹            ｴｻｼ ﾄﾓｷ                 大学（1）7 男子 背泳ぎ  100m

井黒　恵理            ｲｸﾞﾛ ｴﾘ                 大学（4）8 女子 自由形   50m

大学（4）9 女子 バタフライ  100m

金子　友香            ｶﾈｺ ﾄﾓｶ                 大学（3）10 女子 自由形   50m

大学（3）11 女子 バタフライ  100m

長島　杏子            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｺ              大学（3）12 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）13 女子 背泳ぎ  200m
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48052
氏名: カナ: 学校:No.:

東洋大          
性別: 申込種目:

芦田　純也            ｱｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ              大学（4）1 男子 背泳ぎ  200m

久保　涼平            ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾍｲ               大学（4）2 男子 自由形  200m

大学（4）3 男子 自由形  400m

手島　直弘            ﾃｼﾏ ﾏｻﾋﾛ                大学（4）4 男子 バタフライ  200m

畠山　眞也            ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝﾔ               大学（4）5 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）6 男子 平泳ぎ  200m

高橋　知臣            ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ                大学（2）7 男子 背泳ぎ  100m

高橋浩太郎            ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ              大学（3）8 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）9 男子 平泳ぎ  200m

三井　寿貴            ﾐﾂｲ ﾄｼｷ                 大学（3）10 男子 自由形  100m

大学（3）11 男子 自由形  200m

河野　大地            ｺｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                大学（3）12 男子 自由形   50m

大学（3）13 男子 バタフライ  100m

森　　慶太            ﾓﾘ ｹｲﾀ                  大学（2）14 男子 自由形  100m

鈴木　健太            ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ                大学（2）15 男子 個人メドレー  200m

中山　大河            ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ               大学（2）16 男子 バタフライ  200m

田中　佑弥            ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ                 大学（2）17 男子 バタフライ  100m

河又　祐吾            ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｺﾞ               大学（2）18 男子 自由形  200m

大学（2）19 男子 自由形  400m

阿部　桂祐            ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ                大学（2）20 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）21 男子 背泳ぎ  200m

若林　　拓            ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ               大学（1）22 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）23 男子 背泳ぎ  200m

近藤陽紫樹            ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ               大学（1）24 男子 バタフライ  100m

大学（1）25 男子 バタフライ  200m

大野　賢也            ｵｵﾉ ｹﾝﾔ                 大学（1）26 男子 自由形  100m

大学（1）27 男子 自由形  400m

田辺　麻優            ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ                 大学（4）28 女子 個人メドレー  200m

廣瀬　杏子            ﾋﾛｾ ｷｮｳｺ                大学（3）29 女子 バタフライ  100m

佐藤　愛菜            ｻﾄｳ ｴﾅ                  大学（2）30 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）31 女子 平泳ぎ  200m

宮川あずさ            ﾐﾔｶﾞﾜ ｱｽﾞｻ              大学（2）32 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）33 女子 平泳ぎ  200m

恩田　　茜            ｵﾝﾀﾞ ｱｶﾈ                大学（2）34 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）35 女子 平泳ぎ  200m

能登　束紗            ﾉﾄ ﾂｶｻ                  大学（2）36 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）37 女子 背泳ぎ  200m

山口　真奈            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ                大学（1）38 女子 自由形  100m

大学（1）39 女子 個人メドレー  200m

原田　真衣            ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ                 大学（1）40 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）41 女子 背泳ぎ  200m

宗像　彩乃            ﾑﾅｶﾀ ｱﾔﾉ                大学（1）42 女子 バタフライ  200m

和田真由香            ﾜﾀﾞ ﾏﾕｶ                 大学（1）43 女子 自由形  400m

大学（1）44 女子 自由形  800m

地田　麻未            ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ                 大学（1）45 女子 自由形  400m

大学（1）46 女子 自由形  800m
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48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別: 申込種目:

中山　武久            ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾋｻ               大学（4）1 男子 バタフライ  100m

大学（4）2 男子 バタフライ  200m

丸山　省吾            ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ              大学（4）3 男子 平泳ぎ  100m

木幡　　開            ｺﾊﾀ ｶｲ                  大学（4）4 男子 自由形  200m

大学（4）5 男子 自由形  400m

小山　和淳            ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ               大学（3）6 男子 バタフライ  200m

五十川祐記            ｲｿｶﾞﾜ ﾕｳｷ               大学（3）7 男子 自由形  400m

大学（3）8 男子 自由形 1500m

深谷　　皇            ﾌｶﾔ ｺｳ                  大学（3）9 男子 バタフライ  100m

大学（3）10 男子 バタフライ  200m

伊藤　慶太            ｲﾄｳ ｹｲﾀ                 大学（3）11 男子 個人メドレー  200m

大学（3）12 男子 個人メドレー  400m

柴田慎一郎            ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ             大学（2）13 男子 自由形  200m

大学（2）14 男子 自由形  400m

多田　邦徳            ﾀﾀﾞ ｸﾆﾉﾘ                大学（2）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）16 男子 背泳ぎ  200m

三島　英彰            ﾐｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ               大学（2）17 男子 平泳ぎ  200m

林　　和希            ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ                大学（2）18 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）19 男子 平泳ぎ  200m

雨谷　拓矢            ｱﾏｶﾞｲ ﾀｸﾔ               大学（1）20 男子 自由形  100m

中村　　克            ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ                大学（1）21 男子 自由形   50m

大学（1）22 男子 自由形  100m

加納　雅也            ｶﾉｳ ﾏｻﾔ                 大学（1）23 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）24 男子 平泳ぎ  200m

大島　　愛            ｵｵｼﾏ ｱｲ                 大学（4）25 女子 バタフライ  100m

星　奈津美            ﾎｼ ﾅﾂﾐ                  大学（4）26 女子 バタフライ  100m

大学（4）27 女子 バタフライ  200m

矢ケ崎萌美            ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ               大学（4）28 女子 背泳ぎ  100m

田中英里子            ﾀﾅｶ ｴﾘｺ                 大学（4）29 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）30 女子 背泳ぎ  200m

星　　　茜            ﾎｼ ｱｶﾈ                  大学（3）31 女子 自由形  200m

田山香菜子            ﾀﾔﾏ ｶﾅｺ                 大学（3）32 女子 自由形  100m

須藤　智恵            ｽﾄﾞｳ ﾁｴ                 大学（3）33 女子 個人メドレー  200m

大学（3）34 女子 個人メドレー  400m

山﨑　美里            ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ               大学（3）35 女子 自由形  200m

大学（3）36 女子 自由形  400m

杉山沙侑南            ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾕﾅ               大学（2）37 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）38 女子 平泳ぎ  200m

佐藤　　恋            ｻﾄｳ ﾚﾝ                  大学（2）39 女子 自由形  200m

久保まりな            ｸﾎﾞ ﾏﾘﾅ                 大学（2）40 女子 平泳ぎ  100m

森川　愛理            ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ                 大学（2）41 女子 個人メドレー  200m

大学（2）42 女子 個人メドレー  400m

赤尾　愉歩            ｱｶｵ ﾕﾎ                  大学（1）43 女子 自由形  100m
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48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別: 申込種目:

髙橋　佑太            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ                大学（4）1 男子 個人メドレー  200m

大学（4）2 男子 個人メドレー  400m

鈴木　詳平            ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾍｲ              大学（4）3 男子 自由形  400m

茂木　慧太            ﾓﾃｷ ｹｲﾀ                 大学（3）4 男子 自由形  200m

大学（3）5 男子 自由形  400m

深堀勇一郎            ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ             大学（3）6 男子 自由形  100m

大学（3）7 男子 自由形  200m

佐藤　大輔            ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ               大学（3）8 男子 自由形   50m

鈴木　瑠伊            ｽｽﾞｷ ﾙｲ                 大学（3）9 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）10 男子 平泳ぎ  200m

山本　和幸            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ              大学（3）11 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）12 男子 背泳ぎ  200m

冨田　一穂            ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ               大学（3）13 男子 自由形   50m

大学（3）14 男子 自由形  100m

土井　大輔            ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ               大学（3）15 男子 自由形  400m

大学（3）16 男子 自由形 1500m

高橋　幸大            ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ               大学（3）17 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）18 男子 平泳ぎ  200m

安江　雄輔            ﾔｽｴ ﾕｳｽｹ                大学（2）19 男子 バタフライ  100m

村上　真一            ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ               大学（2）20 男子 個人メドレー  400m

野原　　聡            ﾉﾊﾗ ｿｳ                  大学（2）21 男子 自由形 1500m

石黒　博己            ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ               大学（2）22 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）23 男子 背泳ぎ  200m

鈴木　駿矢            ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ               大学（2）24 男子 バタフライ  200m

市川　拓海            ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ                大学（2）25 男子 自由形  100m

大学（2）26 男子 個人メドレー  200m

大島　彰太            ｵｵｼﾏ ｼｮｳﾀ               大学（2）27 男子 自由形 1500m

塚田　惟玖            ﾂｶﾀﾞ ｲｸ                 大学（1）28 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）29 男子 背泳ぎ  200m

中澤　　舜            ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ               大学（1）30 男子 バタフライ  100m

押切　雄大            ｵｼｷﾘ ﾕｳﾀ                大学（1）31 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）32 男子 平泳ぎ  200m

大坂　将史            ｵｵｻｶ ﾏｻﾌﾐ               大学（1）33 男子 バタフライ  100m

大学（1）34 男子 バタフライ  200m

中村源太郎            ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀﾛｳ             大学（1）35 男子 自由形   50m

小堀　勇気            ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ                大学（1）36 男子 自由形  200m

大学（1）37 男子 バタフライ  200m

横関　滉樹            ﾖｺｾﾞｷ ｺｳｷ               大学（1）38 男子 個人メドレー  200m

大学（1）39 男子 個人メドレー  400m

中村　咲子            ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ                大学（4）40 女子 自由形  400m

大学（4）41 女子 自由形  800m

越山あゆ美            ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ                大学（4）42 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）43 女子 平泳ぎ  200m

松島　美菜            ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ                 大学（4）44 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）45 女子 個人メドレー  200m

安永　　愛            ﾔｽﾅｶﾞ ｱｲ                大学（2）46 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）47 女子 背泳ぎ  200m

田辺　詔子            ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ               大学（1）48 女子 自由形   50m

大学（1）49 女子 自由形  100m
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廣瀬　夏希            ﾋﾛｾ ﾅﾂｷ                 大学（1）50 女子 バタフライ  100m

大学（1）51 女子 バタフライ  200m

齊藤　美緒            ｻｲﾄｳ ﾐｵ                 大学（1）52 女子 バタフライ  100m

大学（1）53 女子 バタフライ  200m

伊藤　美織            ｲﾄｳ ﾐｵﾘ                 大学（1）54 女子 自由形  100m

大学（1）55 女子 自由形  200m

鈴木　彩香            ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ                大学（1）56 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）57 女子 背泳ぎ  200m

中川　彩花            ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾔｶ               大学（1）58 女子 自由形  400m

大学（1）59 女子 自由形  800m

藤原　真由            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ                大学（1）60 女子 バタフライ  100m

48058
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉大          
性別: 申込種目:

和家　有希            ﾜｹ ﾕｷ                   大学（4）1 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）2 女子 背泳ぎ  200m

川島　優花            ｶﾜｼﾏ ﾕｶ                 大学（3）3 女子 自由形  100m

大学（3）4 女子 自由形  200m

前田貴志子            ﾏｴﾀﾞ ｷｼｺ                大学（3）5 女子 平泳ぎ  100m

佐藤　礼奈            ｻﾄｳ ﾚｲﾅ                 大学（2）6 女子 バタフライ  100m

大学（2）7 女子 バタフライ  200m
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48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大          
性別: 申込種目:

崎村　　亘            ｻｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ                大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

松木　祐典            ﾏﾂｷ ﾕｳｽｹ                大学（4）3 男子 自由形  100m

大学（4）4 男子 自由形  200m

上田　正道            ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ               大学（4）5 男子 自由形   50m

大学（4）6 男子 バタフライ  100m

餅月　奨悟            ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｺﾞ             大学（3）7 男子 自由形  100m

大学（3）8 男子 自由形  200m

谷地　政哉            ﾔﾁ ﾏｻﾔ                  大学（3）9 男子 バタフライ  100m

大学（3）10 男子 バタフライ  200m

荒木　良輔            ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ               大学（2）11 男子 背泳ぎ  200m

佐藤　祐太            ｻﾄｳ ﾕｳﾀ                 大学（2）12 男子 自由形  400m

和田　康宏            ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ                大学（2）13 男子 自由形   50m

大学（2）14 男子 自由形  200m

中野　雅貴            ﾅｶﾉ ﾏｻｷ                 大学（2）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）16 男子 背泳ぎ  200m

北條　晃樹            ﾎｳｼﾞｮｳ ｺｳｷ              大学（2）17 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）18 男子 背泳ぎ  200m

吉田　将英            ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ              大学（1）19 男子 個人メドレー  200m

大学（1）20 男子 個人メドレー  400m

江藤　　優            ｴﾄｳ ｽｸﾞﾙ                大学（1）21 男子 背泳ぎ  100m

小川　勇登            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ                大学（1）22 男子 バタフライ  200m

瀬尾　翔太            ｾｵ ｼｮｳﾀ                 大学（1）23 男子 自由形  100m

相羽　　光            ｱｲﾊﾞ ﾋｶﾙ                大学（1）24 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）25 男子 平泳ぎ  200m

岡本　雄樹            ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ                大学（1）26 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）27 男子 平泳ぎ  200m

茨　隆太郎            ｲﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ             大学（1）28 男子 個人メドレー  200m

高橋　　諒            ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ                大学（1）29 男子 個人メドレー  400m

桶谷　樹里            ｵｹﾀﾆ ｼﾞｭﾘ               大学（4）30 女子 バタフライ  200m

堤　　唯香            ﾂﾂﾐ ﾕｲｶ                 大学（4）31 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）32 女子 背泳ぎ  200m

田所　　遥            ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ               大学（4）33 女子 バタフライ  100m

大学（4）34 女子 バタフライ  200m

朝野　絢子            ｱｻﾉ ｱﾔｺ                 大学（4）35 女子 自由形   50m

大学（4）36 女子 バタフライ  100m

三浦　彩加            ﾐｳﾗ ｱﾔｶ                 大学（4）37 女子 自由形   50m

大学（4）38 女子 自由形  100m

藤本　紗綾            ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ                大学（4）39 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）40 女子 平泳ぎ  200m

服部　るい            ﾊｯﾄﾘ ﾙｲ                 大学（3）41 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）42 女子 個人メドレー  200m

佐藤　礼菜            ｻﾄｳ ｱﾔﾅ                 大学（2）43 女子 バタフライ  100m

大学（2）44 女子 バタフライ  200m

生山　　咲            ｲｸﾔﾏ ｻｷ                 大学（2）45 女子 平泳ぎ  200m

佐藤　未沙            ｻﾄｳ ﾐｻ                  大学（2）46 女子 個人メドレー  200m

大学（2）47 女子 個人メドレー  400m

柏木　佳津            ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞ               大学（2）48 女子 個人メドレー  200m

山本みずほ            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ               大学（1）49 女子 平泳ぎ  100m
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山本みずほ            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ               大学（1）50 女子 平泳ぎ  200m

48061
氏名: カナ: 学校:No.:

防衛大          
性別: 申込種目:

山田　尚緒            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ                 大学（3）1 男子 自由形  200m

大学（3）2 男子 自由形  400m

48062
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工業大      
性別: 申込種目:

森岡　英樹            ﾓﾘｵｶ ﾋﾃﾞｷ               大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

48072
氏名: カナ: 学校:No.:

共栄大          
性別: 申込種目:

今井　有妃            ｲﾏｲ ﾕｷ                  大学（3）1 女子 自由形   50m

大学（3）2 女子 自由形  100m

森島　満璃            ﾓﾘｼﾏ ﾐﾉﾘ                大学（2）3 女子 個人メドレー  400m
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48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大        
性別: 申込種目:

山﨑　達也            ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ               大学（4）1 男子 自由形   50m

日下　陽介            ｸｻｶ ﾖｳｽｹ                大学（4）2 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）3 男子 個人メドレー  200m

高橋　亮太            ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ               大学（4）4 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）5 男子 平泳ぎ  200m

牛島　　瞭            ｳｼｼﾞﾏ ﾘｮｳ               大学（3）6 男子 自由形   50m

大学（3）7 男子 自由形  100m

安藤　　秀            ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ              大学（3）8 男子 自由形  100m

大学（3）9 男子 自由形  200m

阿部　哲也            ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ                 大学（3）10 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）11 男子 背泳ぎ  200m

飯塚　洋介            ｲｲﾂﾞｶ ﾖｳｽｹ              大学（3）12 男子 自由形   50m

馬場　康友            ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾄﾓ               大学（3）13 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）14 男子 平泳ぎ  200m

山本　雄策            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ               大学（2）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）16 男子 背泳ぎ  200m

岡田　　涼            ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ                大学（2）17 男子 自由形  200m

大学（2）18 男子 自由形  400m

安野　　慶            ﾔｽﾉ ｹｲ                  大学（2）19 男子 自由形  100m

大学（2）20 男子 自由形  200m

平野　拓馬            ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ                 大学（2）21 男子 個人メドレー  200m

大学（2）22 男子 個人メドレー  400m

鈴木　雄大            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（1）23 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）24 男子 平泳ぎ  200m

関川　和晃            ｾｷｶﾜ ｶｽﾞｱｷ              大学（1）25 男子 自由形  400m

浜谷　憲周            ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ               大学（1）26 男子 バタフライ  100m

大学（1）27 男子 バタフライ  200m

荒木　　悠            ｱﾗｷ ﾊﾙｶ                 大学（4）28 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）29 女子 平泳ぎ  200m

金井　優里            ｶﾅｲ ﾕﾘ                  大学（3）30 女子 自由形  200m

西田　沙月            ﾆｼﾀﾞ ｻﾂﾞｷ               大学（3）31 女子 自由形  200m

大学（3）32 女子 自由形  400m

柏崎　美香            ｶｼﾜｻﾞｷ ﾐｶ               大学（3）33 女子 自由形   50m

中村　　藍            ﾅｶﾑﾗ ｱｲ                 大学（2）34 女子 自由形  200m

宮田はるか            ﾐﾔﾀ ﾊﾙｶ                 大学（1）35 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）36 女子 平泳ぎ  200m

川辺　　晃            ｶﾜﾍﾞ ﾋｶﾙ                大学（1）37 女子 自由形   50m

大学（1）38 女子 自由形  100m

48078
氏名: カナ: 学校:No.:

茨城大          
性別: 申込種目:

山元　恵二            ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ               大学（3）1 男子 自由形   50m

48090
氏名: カナ: 学校:No.:

国際武道大      
性別: 申込種目:

佐藤　　塁            ｻﾄｳ ﾙｲ                  大学（2）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）2 男子 背泳ぎ  200m

小林　憲明            ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ              大学（1）3 男子 バタフライ  200m
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48112
氏名: カナ: 学校:No.:

東京工科大      
性別: 申込種目:

大貫　実香            ｵｵﾇｷ ﾐｶ                 大学（1）1 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）2 女子 平泳ぎ  200m

48120
氏名: カナ: 学校:No.:

帝京大          
性別: 申込種目:

稲澤　克俊            ｲﾅｻﾞﾜ ｶﾂﾄｼ              大学（4）1 男子 自由形   50m

山田　知広            ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ               大学（2）2 男子 背泳ぎ  200m
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48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大      
性別: 申込種目:

須藤　勝也            ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾔ                大学（4）1 男子 自由形  400m

大学（4）2 男子 自由形 1500m

渡部　貴久            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ              大学（3）3 男子 自由形  200m

大学（3）4 男子 個人メドレー  200m

重森　俊二            ｼｹﾞﾓﾘ ｼｭﾝｼﾞ             大学（3）5 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）6 男子 平泳ぎ  200m

高橋　勇多            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ                大学（3）7 男子 自由形  100m

大学（3）8 男子 自由形  200m

福田　真大            ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ               大学（3）9 男子 個人メドレー  200m

大学（3）10 男子 個人メドレー  400m

熊倉　一哲            ｸﾏｸﾗ ｲｯﾃﾂ               大学（3）11 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）12 男子 平泳ぎ  200m

永尾　裕也            ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾔ                大学（3）13 男子 自由形  100m

工藤　諒吾            ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳｺﾞ              大学（3）14 男子 自由形   50m

青木　健紘            ｱｵｷ ﾀｹﾋﾛ                大学（2）15 男子 個人メドレー  200m

大学（2）16 男子 個人メドレー  400m

原田　侑弥            ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ                大学（2）17 男子 自由形   50m

大学（2）18 男子 自由形  100m

川津　久志            ｶﾜﾂﾞ ﾋｻｼ                大学（2）19 男子 バタフライ  200m

大学（2）20 男子 個人メドレー  400m

篠田　大夢            ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ                大学（2）21 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）22 男子 背泳ぎ  200m

髙井　健児            ﾀｶｲ ｹﾝｼﾞ                大学（2）23 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）24 男子 背泳ぎ  200m

大林　稜典            ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ            大学（2）25 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）26 男子 平泳ぎ  200m

木村　雅人            ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ                 大学（1）27 男子 自由形  200m

大学（1）28 男子 自由形  400m

平澤　一洋            ﾋﾗｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ              大学（1）29 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）30 男子 背泳ぎ  200m

江原　騎士            ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ                 大学（1）31 男子 自由形  400m

大学（1）32 男子 自由形 1500m

久野　正裕            ｸﾉ ﾏｻﾋﾛ                 大学（1）33 男子 自由形 1500m

吉田　匠汰            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               大学（1）34 男子 バタフライ  100m

大学（1）35 男子 バタフライ  200m

甲斐　耕輔            ｶｲ ｺｳｽｹ                 大学（1）36 男子 自由形   50m

加藤　　和            ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ                大学（4）37 女子 個人メドレー  200m

大学（4）38 女子 個人メドレー  400m

村上　優海            ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ                大学（4）39 女子 平泳ぎ  200m

大学（4）40 女子 個人メドレー  200m

野中　瑞姫            ﾉﾅｶ ﾐｽﾞｷ                大学（4）41 女子 自由形  400m

大学（4）42 女子 自由形  800m

中坊　　彩            ﾅｶﾎﾞｳ ｻﾔｶ               大学（4）43 女子 バタフライ  100m

大学（4）44 女子 バタフライ  200m

山岸　奈央            ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ                大学（4）45 女子 自由形  100m

大学（4）46 女子 自由形  200m

下中　千明            ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ                大学（4）47 女子 自由形   50m

大学（4）48 女子 自由形  100m

鈴木　聡美            ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ                大学（4）49 女子 平泳ぎ  100m
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鈴木　聡美            ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ                大学（4）50 女子 平泳ぎ  200m

金田　有加            ｶﾈﾀﾞ ﾕｶ                 大学（2）51 女子 自由形  200m

大学（2）52 女子 自由形  400m

巽　　彩華            ﾀﾂﾐ ｱﾔｶ                 大学（2）53 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）54 女子 背泳ぎ  200m

岩永　有加            ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｶ                大学（2）55 女子 自由形  200m

大学（2）56 女子 自由形  400m

竹迫　麻澄            ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ                大学（1）57 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）58 女子 背泳ぎ  200m

山下　安輝            ﾔﾏｼﾀ ｱｷ                 大学（1）59 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）60 女子 背泳ぎ  200m

西海　詩乃            ﾆｼｶﾞｲ ｼﾉ                大学（1）61 女子 平泳ぎ  100m

柴山　鈴加            ｼﾊﾞﾔﾏ ｽｽﾞｶ              大学（1）62 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）63 女子 平泳ぎ  200m

本間あかり            ﾎﾝﾏ ｱｶﾘ                 大学（1）64 女子 自由形   50m

大学（1）65 女子 自由形  100m

48184
氏名: カナ: 学校:No.:

前橋国際大      
性別: 申込種目:

加藤　俊樹            ｶﾄｳ ﾄｼｷ                 大学（2）1 男子 自由形 1500m

48203
氏名: カナ: 学校:No.:

桐蔭横浜大      
性別: 申込種目:

田中　幹大            ﾀﾅｶ ﾐｷﾋﾛ                大学（4）1 男子 自由形  200m

大学（4）2 男子 自由形  400m

黒須慎太郎            ｸﾛｽ ｼﾝﾀﾛｳ               大学（4）3 男子 自由形  200m

蝶名林新也            ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ            大学（3）4 男子 自由形  200m

関戸　翔矢            ｾｷﾄ ｼｮｳﾔ                大学（2）5 男子 自由形  100m

宮崎　聡貴            ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｷ               大学（1）6 男子 自由形 1500m

市川　陽介            ｲﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ               大学（1）7 男子 バタフライ  100m

大学（1）8 男子 バタフライ  200m

戸口　真実            ﾄｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ                大学（4）9 女子 自由形   50m

大学（4）10 女子 自由形  100m

前田恵梨華            ﾏｴﾀﾞ ｴﾘｶ                大学（4）11 女子 バタフライ  100m

大学（4）12 女子 バタフライ  200m

坂上　杏奈            ｻｶｳｴ ｱﾝﾅ                大学（1）13 女子 バタフライ  200m

48214
氏名: カナ: 学校:No.:

平成国際大      
性別: 申込種目:

長谷川貴紀            ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ              大学（1）1 男子 自由形   50m
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49001
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知学院大      
性別: 申込種目:

竹ノ内　忍            ﾀｹﾉｳﾁ ｼﾉﾌﾞ              大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

洞口　直紀            ﾎﾗｸﾞﾁ ﾅｵｷ               大学（4）3 男子 自由形  200m

長谷川直紀            ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ               大学（4）4 男子 バタフライ  200m

西　　直仁            ﾆｼ ﾅｵﾋﾄ                 大学（4）5 男子 自由形  200m

坂田　燎亮            ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ               大学（3）6 男子 バタフライ  200m

近藤　海玄            ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ               大学（3）7 男子 自由形   50m

大学（3）8 男子 自由形  100m

野沢　　匠            ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ                大学（3）9 男子 自由形  200m

大学（3）10 男子 自由形  400m

磯谷　隼大            ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ               大学（2）11 男子 バタフライ  100m

杉本　陵亮            ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ             大学（1）12 男子 個人メドレー  200m

足立　陽子            ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ                大学（4）13 女子 自由形   50m

大学（4）14 女子 自由形  100m

松村　綾華            ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ                大学（4）15 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）16 女子 平泳ぎ  200m

金子　友香            ｶﾈｺ ﾕｶ                  大学（3）17 女子 バタフライ  100m

大学（3）18 女子 バタフライ  200m

木村　萌美            ｷﾑﾗ ﾓｴﾐ                 大学（2）19 女子 個人メドレー  200m

大学（2）20 女子 個人メドレー  400m

榊原　有李            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕﾘ               大学（2）21 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）22 女子 背泳ぎ  200m

大西　智子            ｵｵﾆｼ ﾄﾓｺ                大学（2）23 女子 バタフライ  100m

大学（2）24 女子 バタフライ  200m

饒波　美幸            ﾉﾊ ﾐﾕｷ                  大学（1）25 女子 個人メドレー  200m

大学（1）26 女子 個人メドレー  400m
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49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大          
性別: 申込種目:

稲田　正明            ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｱｷ               大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

石井　　諒            ｲｼｲ ﾘｮｳ                 大学（4）2 男子 自由形   50m

大学（4）3 男子 バタフライ  100m

則武　寛唯            ﾉﾘﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ              大学（4）4 男子 自由形  200m

大学（4）5 男子 自由形  400m

伊藤　健太            ｲﾄｳ ｹﾝﾀ                 大学（4）6 男子 自由形   50m

大学（4）7 男子 自由形  100m

渡邉　　誠            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ               大学（4）8 男子 自由形 1500m

大森　洋翔            ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾄ                大学（3）9 男子 自由形  100m

柿沼　慎二            ｶｷﾇﾏ ｼﾝｼﾞ               大学（3）10 男子 自由形   50m

谷　　隆太            ﾀﾆ ﾘｭｳﾀ                 大学（3）11 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）12 男子 平泳ぎ  200m

小池　隆志            ｺｲｹ ﾀｶｼ                 大学（3）13 男子 自由形  200m

大学（3）14 男子 自由形  400m

荒谷　大成            ｱﾗﾀﾆ ﾋﾛｱｷ               大学（3）15 男子 自由形 1500m

中谷　尚樹            ﾅｶﾀﾆ ﾅｵｷ                大学（3）16 男子 個人メドレー  200m

大学（3）17 男子 個人メドレー  400m

山本　耕司            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ               大学（3）18 男子 自由形 1500m

橋爪　久司            ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ               大学（3）19 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）20 男子 背泳ぎ  200m

千田　卓人            ﾁﾀﾞ ﾀｸﾄ                 大学（3）21 男子 バタフライ  100m

大学（3）22 男子 バタフライ  200m

金谷　優気            ｶﾅﾔ ﾕｳｷ                 大学（2）23 男子 平泳ぎ  200m

田野裕太郎            ﾀﾉ ﾕｳﾀﾛｳ                大学（2）24 男子 バタフライ  200m

後藤　涼佑            ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ              大学（2）25 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）26 男子 平泳ぎ  200m

上島　　俊            ｳｴｼﾏ ｼｭﾝ                大学（2）27 男子 背泳ぎ  200m

伊澤　賢司            ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ                大学（2）28 男子 自由形  100m

伊藤　　凌            ｲﾄｳ ﾘｮｳ                 大学（2）29 男子 個人メドレー  200m

大学（2）30 男子 個人メドレー  400m

清野　尚哉            ｾｲﾉ ﾅｵﾔ                 大学（2）31 男子 背泳ぎ  100m

岸　　一也            ｷｼ ｶｽﾞﾔ                 大学（1）32 男子 バタフライ  100m

江戸　勇馬            ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ                 大学（1）33 男子 個人メドレー  200m

大学（1）34 男子 個人メドレー  400m

長谷川純矢            ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ             大学（1）35 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）36 男子 背泳ぎ  200m

日高　郁弥            ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾔ                大学（1）37 男子 自由形  200m

大学（1）38 男子 自由形  400m

谷本　佳紀            ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼｷ                大学（1）39 男子 バタフライ  200m

宮城　紗姫            ﾐﾔｷﾞ ｻｷ                 大学（4）40 女子 自由形  400m

大学（4）41 女子 個人メドレー  400m

篠宮　千夏            ｼﾉﾐﾔ ﾁﾅﾂ                大学（4）42 女子 個人メドレー  400m

伊藤　宏夏            ｲﾄｳ ﾋﾛｶ                 大学（4）43 女子 自由形  200m

畠中　梨穂            ﾊﾀﾅｶ ﾘﾎ                 大学（4）44 女子 自由形  400m

大学（4）45 女子 自由形  800m

小野恵里奈            ｵﾉ ｴﾘﾅ                  大学（4）46 女子 自由形   50m

小松原彩香            ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ              大学（4）47 女子 自由形  100m

大学（4）48 女子 個人メドレー  200m

末永　京香            ｽｴﾅｶﾞ ｷｮｳｶ              大学（3）49 女子 個人メドレー  200m
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末永　京香            ｽｴﾅｶﾞ ｷｮｳｶ              大学（3）50 女子 個人メドレー  400m

金子　　栞            ｶﾈｺ ｼｵﾘ                 大学（3）51 女子 自由形   50m

大学（3）52 女子 自由形  100m

佐野　夏菜            ｻﾉ ｶﾅ                   大学（3）53 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）54 女子 平泳ぎ  200m

保坂　知世            ﾎｻｶ ﾁｾ                  大学（3）55 女子 バタフライ  100m

大学（3）56 女子 バタフライ  200m

秋元　彩香            ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ                大学（3）57 女子 自由形  200m

大学（3）58 女子 自由形  400m

蔡　　知怜            ﾁｪ ﾁﾘｮﾝ                 大学（3）59 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）60 女子 平泳ぎ  200m

雨宮　未侑            ｱﾒﾐﾔ ﾐﾕｳ                大学（3）61 女子 自由形   50m

大学（3）62 女子 自由形  100m

田中ひとみ            ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ                 大学（2）63 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）64 女子 背泳ぎ  200m

大石　恵梨            ｵｵｲｼ ｴﾘ                 大学（2）65 女子 バタフライ  100m

大学（2）66 女子 バタフライ  200m

嶋村　亜美            ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ                 大学（1）67 女子 バタフライ  100m

大学（1）68 女子 バタフライ  200m

橋本　優希            ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ                大学（1）69 女子 自由形  200m

山﨑　芙蓉            ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾖｳ               大学（1）70 女子 平泳ぎ  200m

大学（1）71 女子 個人メドレー  200m

49004
氏名: カナ: 学校:No.:

南山大          
性別: 申込種目:

竹下　翔太            ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾀ               大学（1）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）2 男子 背泳ぎ  200m

49006
氏名: カナ: 学校:No.:

名城大          
性別: 申込種目:

森　　一真            ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ                 大学（4）1 男子 自由形   50m

白井　竜平            ｼﾗｲ ﾘｭｳﾍｲ               大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）3 男子 平泳ぎ  200m

49007
氏名: カナ: 学校:No.:

至学館大        
性別: 申込種目:

加藤幸一郎            ｶﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ              大学（3）1 男子 平泳ぎ  100m

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別: 申込種目:

加藤さゆり            ｶﾄｳ ｻﾕﾘ                 大学（4）1 女子 バタフライ  100m

松藤　優衣            ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｲ                大学（3）2 女子 平泳ぎ  100m

岩田　博子            ｲﾜﾀ ﾋﾛｺ                 大学（2）3 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）4 女子 背泳ぎ  200m

古田　理郁            ﾌﾙﾀ ﾘｶ                  大学（1）5 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）6 女子 背泳ぎ  200m

竹内野々花            ﾀｹｳﾁ ﾉﾉｶ                大学（1）7 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）8 女子 平泳ぎ  200m

石井　杏華            ｲｼｲ ｷｮｳｶ                大学（1）9 女子 自由形   50m

大学（1）10 女子 自由形  200m

49015
氏名: カナ: 学校:No.:

金沢大          
性別: 申込種目:

谷田　知沙            ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞｻ               大学（1）1 女子 自由形   50m
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49019
氏名: カナ: 学校:No.:

金工大          
性別: 申込種目:

山本　拓也            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ                大学（1）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）2 男子 背泳ぎ  200m

49021
氏名: カナ: 学校:No.:

福井工業大      
性別: 申込種目:

河嶋　泰佑            ｶﾜｼﾏ ﾀｲｽｹ               大学（2）1 男子 バタフライ  200m

大学（2）2 男子 個人メドレー  400m

竹田誠之介            ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾉｽｹ              大学（1）3 男子 自由形  200m

49028
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟大          
性別: 申込種目:

山口　友輝            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ               大学（3）1 男子 平泳ぎ  100m

石塚　俊亮            ｲｼﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ             大学（3）2 男子 バタフライ  100m

深瀬　　翼            ﾌｶｾ ﾂﾊﾞｻ                大学（3）3 男子 背泳ぎ  200m

長堀　一輝            ﾅｶﾞﾎﾘ ｶｽﾞｷ              大学（3）4 男子 自由形  100m

大学（3）5 男子 バタフライ  100m

佐藤　卓磨            ｻﾄｳ ﾀｸﾏ                 大学（2）6 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）7 男子 背泳ぎ  200m

樋山　　光            ﾋﾔﾏ ｺｳ                  大学（2）8 男子 自由形  100m

大学（2）9 男子 自由形  200m

井上　隆介            ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｽｹ              大学（1）10 男子 平泳ぎ  200m

大学（1）11 男子 個人メドレー  200m

下倉　　葵            ｼﾀｸﾗ ｱｵｲ                大学（2）12 女子 自由形  200m

大学（2）13 女子 背泳ぎ  100m
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49032
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大      
性別: 申込種目:

寒河江勇介            ｻｶﾞｴ ﾕｳｽｹ               大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

大木　佑馬            ｵｵｷ ﾕｳﾏ                 大学（4）3 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）4 男子 背泳ぎ  200m

鳴瀧　智大            ﾅﾙﾀｷ ﾄﾓﾋﾛ               大学（4）5 男子 自由形  200m

大友　瑛史            ｵｵﾄﾓ ｱｷﾌﾐ               大学（3）6 男子 自由形  200m

大学（3）7 男子 バタフライ  200m

大森　悠多            ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀ                大学（3）8 男子 自由形   50m

大学（3）9 男子 自由形  100m

高田　恭兵            ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ              大学（2）10 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）11 男子 背泳ぎ  200m

高橋　拓也            ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ                大学（2）12 男子 自由形   50m

今井　恭太            ｲﾏｲ ｷｮｳﾀ                大学（1）13 男子 バタフライ  100m

松原　竜典            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳｽｹ             大学（1）14 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）15 男子 平泳ぎ  200m

青木　陽佑            ｱｵｷ ﾖｳｽｹ                大学（1）16 男子 自由形  400m

大学（1）17 男子 自由形 1500m

渡辺　慎平            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾍﾟｲ             大学（1）18 男子 背泳ぎ  200m

穴水　雄大            ｱﾅﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ             大学（1）19 男子 個人メドレー  200m

後沢　秀至            ｺﾞｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ             大学（1）20 男子 平泳ぎ  200m

松井　浩亮            ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ                大学（1）21 男子 自由形   50m

大学（1）22 男子 背泳ぎ  100m

涌井　春香            ﾜｸｲ ﾊﾙｶ                 大学（4）23 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）24 女子 背泳ぎ  200m

坂上　亜衣            ｻｶｶﾞﾐ ｱｲ                大学（3）25 女子 個人メドレー  200m

大学（3）26 女子 個人メドレー  400m

轟　　瑞恵            ﾄﾄﾞﾛｷ ﾐｽﾞｴ              大学（3）27 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）28 女子 背泳ぎ  200m

高橋あかり            ﾀｶﾊｼ ｱｶﾘ                大学（3）29 女子 個人メドレー  200m

大学（3）30 女子 個人メドレー  400m

皆川　由佳            ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｶ                大学（3）31 女子 バタフライ  100m

藤野　友規            ﾌｼﾞﾉ ﾕｷ                 大学（3）32 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）33 女子 平泳ぎ  200m

佐藤　由菜            ｻﾄｳ ﾕﾅ                  大学（2）34 女子 自由形  400m

大学（2）35 女子 自由形  800m

山口　紗季            ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ                大学（2）36 女子 自由形   50m

大学（2）37 女子 自由形  100m

後藤　里保            ｺﾞﾄｳ ﾘﾎ                 大学（1）38 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）39 女子 平泳ぎ  200m

羽石　有希            ﾊﾈｲｼ ﾕｷ                 大学（1）40 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）41 女子 平泳ぎ  200m

山田　麻衣            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ                 大学（1）42 女子 自由形  100m

大学（1）43 女子 自由形  200m
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49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大      
性別: 申込種目:

香川　　晋            ｶｶﾞﾜ ｼﾝ                 大学（3）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）2 男子 平泳ぎ  200m

野口　勝也            ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾔ                大学（3）3 男子 バタフライ  200m

水上　拓也            ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸﾔ               大学（2）4 男子 自由形   50m

大学（2）5 男子 自由形  100m

林　　大斗            ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ                大学（3）6 男子 平泳ぎ  100m

石田　宗人            ｲｼﾀﾞ ﾑﾈﾄ                大学（2）7 男子 自由形  200m

竹内　柊介            ﾀｹﾉｳﾁ ｼｭｳｽｹ             大学（2）8 男子 自由形  200m

波多野雅也            ﾊﾀﾉ ﾏｻﾔ                 大学（2）9 男子 自由形   50m

井手口雄飛            ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾋ              大学（2）10 男子 バタフライ  200m

小西　涼平            ｺﾆｼ ﾘｮｳﾍｲ               大学（2）11 男子 平泳ぎ  200m

工藤　慈士            ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾄ                大学（1）12 男子 バタフライ  200m

細井　勝貴            ﾎｿｲ ﾏｻｷ                 大学（1）13 男子 平泳ぎ  200m

伊藤うめまる          ｲﾄｳ ｳﾒﾏﾙ                大学（1）14 男子 個人メドレー  200m

大学（1）15 男子 個人メドレー  400m

竹内　一真            ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ               大学（1）16 男子 平泳ぎ  100m

松岡　　茜            ﾏﾂｵｶ ｱｶﾈ                大学（4）17 女子 背泳ぎ  100m

岩田万里奈            ｲﾜﾀ ﾏﾘﾅ                 大学（3）18 女子 背泳ぎ  200m

大学（3）19 女子 個人メドレー  200m

鈴木　美樹            ｽｽﾞｷ ﾐｷ                 大学（3）20 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）21 女子 平泳ぎ  200m

雨宮　彩乃            ｱﾒﾐﾔ ｱﾔﾉ                大学（3）22 女子 バタフライ  100m

大学（3）23 女子 バタフライ  200m

伏野まどか            ﾌｾﾉ ﾏﾄﾞｶ                大学（3）24 女子 自由形  200m

大学（3）25 女子 自由形  400m

白川　結稀            ｼﾗｶﾜ ﾕｷ                 大学（2）26 女子 個人メドレー  200m

青山　千紗            ｱｵﾔﾏ ﾁｻ                 大学（2）27 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）28 女子 平泳ぎ  200m

清水　　香            ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ                大学（1）29 女子 自由形  200m

福井友理菜            ﾌｸｲ ﾕﾘﾅ                 大学（1）30 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）31 女子 背泳ぎ  200m

平松　千明            ﾋﾗﾏﾂ ﾁｱｷ                大学（1）32 女子 自由形  200m

舟橋　若奈            ﾌﾅﾊｼ ﾜｶﾅ                大学（1）33 女子 平泳ぎ  100m

49073
氏名: カナ: 学校:No.:

富士常葉大      
性別: 申込種目:

山口　　剛            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ               大学（4）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 背泳ぎ  200m

三浦　一馬            ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ                大学（3）3 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）4 男子 背泳ぎ  200m

松村　壽郎            ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼﾛｳ               大学（3）5 男子 バタフライ  200m
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50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大学    
性別: 申込種目:

中條　宏哉            ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾔ              大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

西村　亮馬            ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾏ               大学（4）3 男子 バタフライ  100m

大学（4）4 男子 バタフライ  200m

井ノ阪大樹            ｲﾉｻｶ ﾀｲｷ                大学（4）5 男子 自由形  100m

大学（4）6 男子 自由形  200m

撫　　大輔            ﾅﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ               大学（4）7 男子 自由形   50m

松井　　秀            ﾏﾂｲ ｼｭｳ                 大学（4）8 男子 バタフライ  100m

大学（4）9 男子 バタフライ  200m

勝丸　大地            ｶﾂﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ               大学（4）10 男子 個人メドレー  200m

麻布　　諒            ｱｻﾌﾞ ﾘｮｳ                大学（4）11 男子 バタフライ  200m

宮本優一郎            ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ             大学（4）12 男子 自由形  100m

大学（4）13 男子 バタフライ  100m

竹中　　誠            ﾀｹﾅｶ ﾏｺﾄ                大学（3）14 男子 自由形   50m

豊田　宣広            ﾄﾖﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ              大学（3）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）16 男子 背泳ぎ  200m

安枝　　勇            ﾔｽｴﾀﾞ ｲｻﾑ               大学（2）17 男子 自由形   50m

所田　和希            ｼｮﾀﾞ ｶｽﾞｷ               大学（2）18 男子 自由形  400m

大学（2）19 男子 自由形 1500m

品川　諒太            ｼﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ              大学（2）20 男子 自由形 1500m

大学（2）21 男子 個人メドレー  400m

丸谷　哲也            ﾏﾙﾀﾆ ﾃﾂﾔ                大学（2）22 男子 自由形  100m

大学（2）23 男子 自由形  200m

辻　　一夫            ﾂｼﾞ ｶｽﾞｵ                大学（2）24 男子 自由形 1500m

小原井学人            ｺﾊﾗｲ ﾏﾅﾄ                大学（2）25 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）26 男子 平泳ぎ  200m

北村　貴啓            ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ               大学（2）27 男子 背泳ぎ  200m

大学（2）28 男子 個人メドレー  200m

飯田　裕介            ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ               大学（1）29 男子 自由形  200m

大学（1）30 男子 自由形  400m

池下　尊惇            ｲｹｼﾀ ﾀｶﾄｼ               大学（1）31 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）32 男子 平泳ぎ  200m

山本　健人            ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ                大学（1）33 男子 個人メドレー  200m

大学（1）34 男子 個人メドレー  400m

金持　義和            ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶｽﾞ              大学（1）35 男子 背泳ぎ  100m

小林　幸加            ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｶ               大学（4）36 女子 自由形  200m

大学（4）37 女子 自由形  400m

應田　花歩            ｵｵﾀ ｶﾎ                  大学（4）38 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）39 女子 背泳ぎ  200m

西田あゆみ            ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ                大学（4）40 女子 自由形  100m

大学（4）41 女子 自由形  200m

幸内　美樹            ｺｳｳﾁ ﾐｷ                 大学（4）42 女子 バタフライ  200m

北村　美季            ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ                大学（4）43 女子 個人メドレー  200m

大学（4）44 女子 個人メドレー  400m

中井　彩乃            ﾅｶｲ ｱﾔﾉ                 大学（4）45 女子 自由形  100m

大学（4）46 女子 自由形  200m

平野　操緒            ﾋﾗﾉ ﾐｻｵ                 大学（4）47 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）48 女子 平泳ぎ  200m

松田　志保            ﾏﾂﾀﾞ ｼﾎ                 大学（3）49 女子 バタフライ  100m
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松田　志保            ﾏﾂﾀﾞ ｼﾎ                 大学（3）50 女子 バタフライ  200m

大山　貴子            ｵｵﾔﾏ ﾀｶｺ                大学（3）51 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）52 女子 背泳ぎ  200m

中辻　優果            ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｶ                大学（3）53 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）54 女子 平泳ぎ  200m

小川帆乃香            ｵｶﾞﾜ ﾎﾉｶ                大学（3）55 女子 自由形   50m

大学（3）56 女子 自由形  100m

大山　玲奈            ｵｵﾔﾏ ﾚｲﾅ                大学（2）57 女子 個人メドレー  400m

西山　侑希            ﾆｼﾔﾏ ﾕｷ                 大学（2）58 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）59 女子 平泳ぎ  200m

本地　優花            ﾓﾄﾁﾞ ﾕｶ                 大学（2）60 女子 個人メドレー  200m

大学（2）61 女子 個人メドレー  400m

栗山真由香            ｸﾘﾔﾏ ﾏﾕｶ                大学（1）62 女子 自由形   50m

鹿子嶋　桜            ｶｺﾞｼﾏ ｻｸﾗ               大学（1）63 女子 個人メドレー  200m

川中　　澪            ｶﾜﾅｶ ﾐｵ                 大学（1）64 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）65 女子 背泳ぎ  200m

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大学    
性別: 申込種目:

平　　拓也            ﾀｲﾗ ﾀｸﾔ                 大学（4）1 男子 自由形  100m

大学（4）2 男子 バタフライ  100m

吉田　優輝            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ                大学（4）3 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）4 男子 平泳ぎ  200m

甲津　祐貴            ｺｳﾂﾞ ﾕｳｷ                大学（3）5 男子 自由形   50m

大畑　健介            ｵｵﾊﾀ ｹﾝｽｹ               大学（3）6 男子 自由形   50m

大学（3）7 男子 自由形  100m

森本　哲史            ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾌﾐ               大学（3）8 男子 自由形   50m

江口　拓哉            ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾔ                大学（2）9 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）10 男子 平泳ぎ  200m

寺田　怜史            ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄｼ                大学（2）11 男子 自由形  100m

大学（2）12 男子 自由形  200m

山本　翔也            ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ               大学（1）13 男子 平泳ぎ  200m

大山　佳祐            ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ               大学（1）14 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）15 男子 背泳ぎ  200m

田中　佑子            ﾀﾅｶ ﾕｳｺ                 大学（4）16 女子 バタフライ  100m

大学（4）17 女子 バタフライ  200m

田村　絵果            ﾀﾑﾗ ｴｶ                  大学（4）18 女子 自由形   50m

大学（4）19 女子 背泳ぎ  100m

橋口　若葉            ﾊｼｸﾞﾁ ﾜｶﾊﾞ              大学（2）20 女子 自由形  400m

大学（2）21 女子 個人メドレー  400m

小林　奈央            ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ                大学（1）22 女子 バタフライ  100m

大学（1）23 女子 バタフライ  200m
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50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大学    
性別: 申込種目:

中村　　豊            ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ                大学（4）1 男子 自由形  100m

大学（4）2 男子 自由形  200m

那須野　諭            ﾅｽﾉ ｻﾄｼ                 大学（4）3 男子 バタフライ  100m

大学（4）4 男子 バタフライ  200m

鵜飼　建吾            ｳｶｲ ｹﾝｺﾞ                大学（4）5 男子 バタフライ  200m

大学（4）6 男子 個人メドレー  400m

平谷　　源            ﾋﾗﾀﾆ ｹﾞﾝ                大学（4）7 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）8 男子 平泳ぎ  200m

山口　貴裕            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ              大学（4）9 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）10 男子 平泳ぎ  200m

今別府俊成            ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ﾄｼﾅﾘ            大学（4）11 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）12 男子 背泳ぎ  200m

文野　知弥            ﾌﾞﾝﾉ ﾄﾓﾔ                大学（4）13 男子 自由形  100m

大学（4）14 男子 自由形  200m

斉藤　寛弥            ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ                大学（3）15 男子 自由形  200m

竹下　祥平            ﾀｹｼﾀ ｼｮｳﾍｲ              大学（3）16 男子 バタフライ  100m

出井　義也            ｲｽﾞｲ ﾖｼﾔ                大学（3）17 男子 バタフライ  200m

大学（3）18 男子 個人メドレー  200m

森　　元秀            ﾓﾘ ﾓﾄﾋﾃﾞ                大学（2）19 男子 自由形   50m

樋口　拓夢            ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾑ                大学（2）20 男子 自由形   50m

大学（2）21 男子 自由形  100m

森芳　慎平            ﾓﾘﾖｼ ｼﾝﾍﾟｲ              大学（2）22 男子 自由形  400m

大学（2）23 男子 自由形 1500m

岩田　伊織            ｲﾜﾀ ｲｵﾘ                 大学（1）24 男子 背泳ぎ  200m

北山　拓人            ｷﾀﾔﾏ ﾀｸﾄ                大学（1）25 男子 自由形  400m

大学（1）26 男子 自由形 1500m

山本　一貴            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ               大学（1）27 男子 個人メドレー  200m

大学（1）28 男子 個人メドレー  400m

和田　真哉            ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ                 大学（1）29 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）30 男子 平泳ぎ  200m

大庭　明剛            ｵｵﾊﾞ ｱｷﾀｶ               大学（1）31 男子 背泳ぎ  100m

井上　裕介            ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ               大学（1）32 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）33 男子 背泳ぎ  200m

﨑久保拓洋            ｻｷｸﾎﾞ ﾀｸﾐ               大学（1）34 男子 自由形   50m

田部井美里            ﾀﾍﾞｲ ﾐｻﾄ                大学（4）35 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）36 女子 背泳ぎ  200m

伊藤かれん            ｲﾄｳ ｶﾚﾝ                 大学（4）37 女子 バタフライ  200m

小林　広果            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ               大学（3）38 女子 バタフライ  100m

大学（3）39 女子 バタフライ  200m

大和友梨絵            ﾔﾏﾄ ﾕﾘｴ                 大学（3）40 女子 背泳ぎ  100m

山本　麻利            ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾄ                 大学（3）41 女子 自由形   50m

大学（3）42 女子 自由形  100m

永岡　里彩            ﾅｶﾞｵｶ ﾘｻ                大学（2）43 女子 バタフライ  200m

大学（2）44 女子 個人メドレー  200m

奥山　琴未            ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ                大学（1）45 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）46 女子 平泳ぎ  200m
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50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大    
性別: 申込種目:

堀　　晃子            ﾎﾘ ｱｷｺ                  大学（4）1 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 女子 平泳ぎ  200m

藤ノ井麻優香          ﾌｼﾞﾉｲ ﾏﾕｶ               大学（4）3 女子 個人メドレー  200m

大学（4）4 女子 個人メドレー  400m

中西夏奈子            ﾅｶﾆｼ ｶﾅｺ                大学（4）5 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）6 女子 背泳ぎ  200m

山下　笑梨            ﾔﾏｼﾀ ｴﾐﾘ                大学（4）7 女子 自由形  400m

大学（4）8 女子 自由形  800m

南野　咲紀            ﾐﾅﾐﾉ ｻｷ                 大学（4）9 女子 自由形  100m

大学（4）10 女子 自由形  200m

岡田　智香            ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ                大学（4）11 女子 バタフライ  100m

大学（4）12 女子 バタフライ  200m

三村　知美            ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾐ                 大学（3）13 女子 バタフライ  100m

山本　紗希            ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ                 大学（3）14 女子 自由形  200m

大学（3）15 女子 自由形  400m

栗林　優子            ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ              大学（3）16 女子 バタフライ  200m

大学（3）17 女子 個人メドレー  400m

石川　実優            ｲｼｶﾜ ﾐﾕ                 大学（3）18 女子 自由形   50m

久森　葉月            ﾋｻﾓﾘ ﾊﾂﾞｷ               大学（2）19 女子 自由形  100m

大学（2）20 女子 自由形  200m

森下　明香            ﾓﾘｼﾀ ﾒｲｶ                大学（2）21 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）22 女子 平泳ぎ  200m

山本　　茜            ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾈ                大学（2）23 女子 バタフライ  100m

大学（2）24 女子 バタフライ  200m

清水　梓帆            ｼﾐｽﾞ ｼﾎ                 大学（2）25 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）26 女子 背泳ぎ  200m

南野　志帆            ﾐﾅﾐﾉ ｼﾎ                 大学（1）27 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）28 女子 背泳ぎ  200m

梅田　知美            ｳﾒﾀﾞ ﾄﾓﾐ                大学（1）29 女子 自由形   50m

石井　捺美            ｲｼｲ ﾅﾂﾐ                 大学（1）30 女子 平泳ぎ  200m

太田　里奈            ｵｵﾀ ﾘﾅ                  大学（1）31 女子 自由形  800m

岡本　　圭            ｵｶﾓﾄ ｹｲ                 大学（1）32 女子 個人メドレー  400m

桐原　　華            ｷﾘﾊﾗ ﾊﾅ                 大学（1）33 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）34 女子 個人メドレー  200m

50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大学        
性別: 申込種目:

杉森　友哉            ｽｷﾞﾓﾘ ﾄﾓﾔ               大学（4）1 男子 平泳ぎ  200m

宮井　崇成            ﾐﾔｲ ﾀｶﾅﾘ                大学（4）2 男子 自由形  200m

木村　亮太            ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ                大学（2）3 男子 個人メドレー  200m

木下　周哉            ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾔ               大学（1）4 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）5 男子 背泳ぎ  200m

濵崎　洋介            ﾊﾏｻｷ ﾖｳｽｹ               大学（1）6 男子 自由形  100m

大学（1）7 男子 自由形  200m

50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大学        
性別: 申込種目:

井出　健太            ｲﾃﾞ ｹﾝﾀ                 大学（4）1 男子 自由形  200m

矢野　尊彦            ﾔﾉ ﾀｶﾋｺ                 大学（3）2 男子 自由形  200m

平川　　翔            ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳ                大学（3）3 男子 背泳ぎ  100m

40/55 ページ2012年8月7日 0:09:25



第８８回日本学生選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大学        
性別: 申込種目:

佐々井敦規            ｻｻｲ ｱﾂｷ                 大学（4）1 男子 自由形   50m

松村　謙吾            ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｺﾞ               大学（4）2 男子 個人メドレー  200m

大学（4）3 男子 個人メドレー  400m

西畑　顕斗            ﾆｼﾊﾀ ｹﾝﾄ                大学（4）4 男子 自由形  200m

坂田　大貴            ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ                大学（3）5 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）6 男子 平泳ぎ  200m

外舘　　祥            ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ               大学（3）7 男子 自由形  200m

大学（3）8 男子 自由形  400m

山崎　将暉            ﾔﾏｻｷ ﾏｻｷ                大学（3）9 男子 個人メドレー  200m

大学（3）10 男子 個人メドレー  400m

谷川　優気            ﾀﾆｶﾜ ﾕｳｷ                大学（3）11 男子 自由形  400m

大学（3）12 男子 自由形 1500m

木村　勇太            ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ                 大学（3）13 男子 バタフライ  100m

大学（3）14 男子 バタフライ  200m

嘉藤　佑紀            ｶﾄｳ ﾕｳｷ                 大学（3）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）16 男子 背泳ぎ  200m

毛利　一仁            ﾓｳﾘ ｶｽﾞﾋﾄ               大学（3）17 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）18 男子 平泳ぎ  200m

上田　雄太            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ                大学（2）19 男子 バタフライ  100m

大学（2）20 男子 バタフライ  200m

津田　高郁            ﾂﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ                大学（2）21 男子 自由形 1500m

大本　遼平            ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ              大学（2）22 男子 バタフライ  100m

大学（2）23 男子 バタフライ  200m

奥村　進吾            ｵｸﾑﾗ ｼﾝｺﾞ               大学（2）24 男子 自由形   50m

大学（2）25 男子 自由形  100m

大倉　秀隆            ｵｵｸﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ              大学（2）26 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）27 男子 背泳ぎ  200m

渡辺　拓馬            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ               大学（2）28 男子 自由形  200m

簑田　貴大            ﾐﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ               大学（1）29 男子 個人メドレー  200m

大学（1）30 男子 個人メドレー  400m

倉持　弘嗣            ｸﾗﾓﾁ ｺｳｼﾞ               大学（1）31 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）32 男子 平泳ぎ  200m

三木　克規            ﾐｷ ｶﾂﾉﾘ                 大学（1）33 男子 自由形  400m

佐々木雄登            ｻｻｷ ﾕｳﾄ                 大学（1）34 男子 自由形  100m

早川　宗摩            ﾊﾔｶﾜ ｿｳﾏ                大学（1）35 男子 背泳ぎ  200m

多山　　奨            ﾀﾔﾏ ｼｮｳ                 大学（1）36 男子 自由形  100m

前井　卓也            ﾏｴｲ ﾀｸﾔ                 大学（1）37 男子 自由形   50m

大学（1）38 男子 背泳ぎ  100m

八重樫夏希            ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ               大学（4）39 女子 自由形  100m

大学（4）40 女子 自由形  200m

東野　由季            ﾋｶﾞｼﾉ ﾕｷ                大学（3）41 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）42 女子 平泳ぎ  200m

保志場　慶            ﾎｼﾊﾞ ｹｲ                 大学（3）43 女子 バタフライ  100m

大学（3）44 女子 バタフライ  200m

阿部　成美            ｱﾍﾞ ﾅﾙﾐ                 大学（3）45 女子 背泳ぎ  100m

加藤　由衣            ｶﾄｳ ﾕｲ                  大学（2）46 女子 背泳ぎ  200m

大学（2）47 女子 個人メドレー  400m

西浦　有香            ﾆｼｳﾗ ﾕｶ                 大学（2）48 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）49 女子 平泳ぎ  200m
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西岡　美紀            ﾆｼｵｶ ﾐｷ                 大学（2）50 女子 自由形   50m

長谷川怜央奈          ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵﾅ               大学（2）51 女子 個人メドレー  200m

大学（2）52 女子 個人メドレー  400m

松井　　杏            ﾏﾂｲ ｱﾝｽﾞ                大学（2）53 女子 バタフライ  100m

大学（2）54 女子 バタフライ  200m

長田　結衣            ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ                 大学（2）55 女子 バタフライ  200m

大学（2）56 女子 個人メドレー  400m

越智　美奈            ｵﾁ ﾐﾅ                   大学（1）57 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）58 女子 背泳ぎ  200m

山口　亜也            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔ                大学（1）59 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）60 女子 背泳ぎ  200m

相模　千帆            ｻｶﾞﾐ ﾁﾎ                 大学（1）61 女子 自由形  100m

大学（1）62 女子 自由形  200m

50014
氏名: カナ: 学校:No.:

桃山学院大学    
性別: 申込種目:

古川　央貴            ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ                大学（4）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 背泳ぎ  200m

上農　　紳            ｶﾐﾉ ｼﾝ                  大学（1）3 男子 自由形  200m

50021
氏名: カナ: 学校:No.:

同志社大学      
性別: 申込種目:

武岡　英孝            ﾀｹｵｶ ﾋﾃﾞﾀｶ              大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

片山祥太朗            ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ             大学（4）3 男子 自由形  200m

大学（4）4 男子 自由形  400m

下田　　瑛            ｼﾓﾀﾞ ｱｷﾗ                大学（4）5 男子 自由形   50m

大学（4）6 男子 自由形  100m

柏谷　勇輝            ｶｼﾀﾆ ﾕｳｷ                大学（4）7 男子 自由形  400m

沖本凜太郎            ｵｷﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ              大学（4）8 男子 個人メドレー  200m

大学（4）9 男子 個人メドレー  400m

冨井　洸一            ﾄﾐｲ ｺｳｲﾁ                大学（2）10 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）11 男子 平泳ぎ  200m

大橋　雅史            ｵｵﾊｼ ﾏｻﾌﾐ               大学（2）12 男子 自由形  200m

吉田　周司            ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ              大学（2）13 男子 自由形   50m

西能　正剛            ｻｲﾉｳ ｼｮｳｺﾞ              大学（1）14 男子 自由形   50m

大学（1）15 男子 自由形  100m

西川　　徹            ﾆｼｶﾜ ﾃﾂ                 大学（1）16 男子 自由形  100m

大学（1）17 男子 自由形  200m

池田　実加            ｲｹﾀﾞ ﾐｶ                 大学（4）18 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）19 女子 背泳ぎ  200m

齋藤　理子            ｻｲﾄｳ ﾘｺ                 大学（4）20 女子 自由形   50m

大学（4）21 女子 自由形  100m

高瀬佳央里            ﾀｶｾ ｶｵﾘ                 大学（4）22 女子 自由形  200m

福田　愛美            ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ                大学（3）23 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）24 女子 平泳ぎ  200m

杉野　紘子            ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｺ                大学（3）25 女子 バタフライ  100m

大学（3）26 女子 バタフライ  200m

前川知佳子            ﾏｴｶﾜ ﾁｶｺ                大学（1）27 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）28 女子 個人メドレー  200m

高野　　綾            ﾀｶﾉ ｱﾔ                  大学（1）29 女子 自由形  200m

大学（1）30 女子 自由形  400m
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50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大学        
性別: 申込種目:

永森　圭介            ﾅｶﾞﾓﾘ ｹｲｽｹ              大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

北東　祐輝            ﾎｸﾄｳ ﾕｳｷ                大学（3）3 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）4 男子 背泳ぎ  200m

村上　　武            ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ                大学（2）5 男子 背泳ぎ  200m

北村　　崚            ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ                大学（3）6 男子 バタフライ  100m

大学（3）7 男子 バタフライ  200m

谷口　大侑            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ             大学（3）8 男子 自由形  200m

大学（3）9 男子 自由形  400m

柴田　翔汰            ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀ               大学（3）10 男子 バタフライ  200m

竹田　悠紀            ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ                大学（3）11 男子 自由形  200m

大学（3）12 男子 自由形  400m

山口　雄太            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ               大学（2）13 男子 自由形   50m

大学（2）14 男子 自由形  100m

木綿　直人            ｷﾜﾀ ﾅｵﾄ                 大学（2）15 男子 自由形  100m

大学（2）16 男子 自由形  200m

山田　貴大            ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ               大学（2）17 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）18 男子 平泳ぎ  200m

田村祥太郎            ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ              大学（2）19 男子 平泳ぎ  200m

長尾　将孝            ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾀｶ               大学（1）20 男子 個人メドレー  200m

大学（1）21 男子 個人メドレー  400m

近藤　将平            ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ             大学（1）22 男子 自由形   50m

秋山　直大            ｱｷﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ               大学（1）23 男子 自由形   50m

宅間　堅斗            ﾀｸﾏ ｹﾝﾄ                 大学（1）24 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）25 男子 背泳ぎ  200m

渡辺　裕士            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ               大学（1）26 男子 背泳ぎ  100m

三宅　惇也            ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝﾔ               大学（1）27 男子 バタフライ  200m

西田　菜紗            ﾆｼﾀﾞ ﾅｻ                 大学（4）28 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）29 女子 平泳ぎ  200m

槇村　征美            ﾏｷﾑﾗ ﾕｷﾐ                大学（4）30 女子 自由形   50m

大学（4）31 女子 自由形  100m

井上　愛理            ｲﾉｳｴ ｱｲﾘ                大学（4）32 女子 バタフライ  100m

大学（4）33 女子 バタフライ  200m

大原　　彩            ｵｵﾊﾗ ｱﾔ                 大学（4）34 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）35 女子 背泳ぎ  200m

中岡しおり            ﾅｶｵｶ ｼｵﾘ                大学（4）36 女子 自由形   50m

永峰　麻美            ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｻﾐ               大学（4）37 女子 自由形  100m

大学（4）38 女子 自由形  200m

奥山　りさ            ｵｸﾔﾏ ﾘｻ                 大学（4）39 女子 背泳ぎ  200m

尾﨑　里紗            ｵｻﾞｷ ﾘｻ                 大学（3）40 女子 自由形  200m

鈴木亜由美            ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ                大学（3）41 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）42 女子 背泳ぎ  200m

灰田　佳恵            ﾊｲﾀﾞ ｶｴ                 大学（3）43 女子 自由形  200m

大学（3）44 女子 自由形  400m

野津由美子            ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ                 大学（2）45 女子 バタフライ  200m

伊藤　加奈            ｲﾄｳ ｶﾅ                  大学（1）46 女子 バタフライ  100m

大学（1）47 女子 バタフライ  200m

嶋崎　鈴那            ｼﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾅ              大学（1）48 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）49 女子 個人メドレー  200m
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筒井　零捺            ﾂﾂｲ ﾚｲﾅ                 大学（1）50 女子 自由形  400m

大学（1）51 女子 自由形  800m

横谷ひとみ            ﾖｺﾀﾆ ﾋﾄﾐ                大学（1）52 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）53 女子 平泳ぎ  200m
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50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大学        
性別: 申込種目:

元山　和隆            ﾓﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ              大学（4）1 男子 背泳ぎ  100m

今村　和貴            ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ               大学（4）2 男子 バタフライ  200m

高森　亮二            ﾀｶﾓﾘ ﾘｮｳｼﾞ              大学（4）3 男子 自由形   50m

岩井　研人            ｲﾜｲ ｹﾝﾄ                 大学（4）4 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）5 男子 背泳ぎ  200m

水田宗一郎            ﾐｽﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ             大学（4）6 男子 自由形  400m

大学（4）7 男子 自由形 1500m

高田　寛幸            ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ               大学（3）8 男子 バタフライ  200m

仲埜　成雄            ﾅｶﾉ ｼｹﾞｵ                大学（3）9 男子 自由形  200m

大学（3）10 男子 自由形  400m

高階　大貴            ﾀｶｼﾅ ﾋﾛｷ                大学（2）11 男子 自由形  400m

大学（2）12 男子 自由形 1500m

中村昂二郎            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ             大学（2）13 男子 背泳ぎ  200m

星野　拓也            ﾎｼﾉ ﾀｸﾔ                 大学（2）14 男子 個人メドレー  200m

大学（2）15 男子 個人メドレー  400m

都井　　萌            ﾄｲ ﾊｼﾞﾒ                 大学（2）16 男子 平泳ぎ  200m

原　　健斗            ﾊﾗ ｹﾝﾄ                  大学（1）17 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）18 男子 平泳ぎ  200m

松浦　佑紀            ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ                大学（1）19 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）20 男子 平泳ぎ  200m

塩野　晴紀            ｼｵﾉ ﾊﾙｷ                 大学（1）21 男子 自由形   50m

東　　大貴            ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲｷ               大学（1）22 男子 バタフライ  100m

大学（1）23 男子 バタフライ  200m

橋口　　望            ﾊｼｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ              大学（4）24 女子 バタフライ  100m

瀬津佳名子            ｾﾂ ｶﾅｺ                  大学（4）25 女子 個人メドレー  200m

大学（4）26 女子 個人メドレー  400m

丸山里佳子            ﾏﾙﾔﾏ ﾘｶｺ                大学（4）27 女子 自由形  200m

大学（4）28 女子 自由形  400m

田井中千加            ﾀｲﾅｶ ﾁｶ                 大学（4）29 女子 自由形  100m

大学（4）30 女子 自由形  200m

清水　美裕            ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ                 大学（3）31 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）32 女子 背泳ぎ  200m

高田樹里亜            ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ              大学（3）33 女子 自由形  100m

大学（3）34 女子 自由形  200m

吉田　茜衣            ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾈ                大学（3）35 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）36 女子 背泳ぎ  200m

安達未寿穂            ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ               大学（3）37 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）38 女子 平泳ぎ  200m

伏田つかさ            ﾌｼﾀ ﾂｶｻ                 大学（3）39 女子 バタフライ  200m

大学（3）40 女子 個人メドレー  200m

小川　　栞            ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ                大学（2）41 女子 自由形  400m

大学（2）42 女子 自由形  800m

吾郷みさき            ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ                大学（2）43 女子 自由形   50m

大学（2）44 女子 バタフライ  100m

甲斐　朝美            ｶｲ ｱｻﾐ                  大学（2）45 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）46 女子 背泳ぎ  200m

嶋岡　奈央            ｼﾏｵｶ ﾅｵ                 大学（1）47 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）48 女子 平泳ぎ  200m

馬場　宏子            ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｺ                大学（1）49 女子 平泳ぎ  200m
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上田奈美希            ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ                大学（1）50 女子 個人メドレー  200m

大学（1）51 女子 個人メドレー  400m

金井　萌香            ｶﾅｲ ﾓｴｶ                 大学（1）52 女子 自由形   50m

大学（1）53 女子 自由形  100m

50025
氏名: カナ: 学校:No.:

京都大学        
性別: 申込種目:

梶原　哲郎            ｶｼﾞﾊﾗ ﾃﾂﾛｳ              大学（4）1 男子 平泳ぎ  200m

立道　良輔            ﾀﾃﾐﾁ ﾘｮｳｽｹ              大学（3）2 男子 平泳ぎ  200m

佐藤　　豪            ｻﾄｳ ｺﾞｳ                 大学（3）3 男子 個人メドレー  200m

大学（3）4 男子 個人メドレー  400m

清水　一利            ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄｼ              大学（2）5 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）6 男子 背泳ぎ  200m

古淵　義史            ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ               大学（3）7 男子 自由形   50m

大学（3）8 男子 バタフライ  100m

50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大学      
性別: 申込種目:

吉田　昌平            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ              大学（4）1 男子 個人メドレー  400m

五十棲亮平            ｲｿｽﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ             大学（4）2 男子 自由形  100m

大学（4）3 男子 バタフライ  100m

金光　康祐            ｶﾈﾐﾂ ｺｳｽｹ               大学（4）4 男子 自由形   50m

大学（4）5 男子 バタフライ  100m

山田　裕也            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ                大学（2）6 男子 平泳ぎ  200m

平尾公利瑠            ﾋﾗｵ ｸﾘﾙ                 大学（2）7 男子 背泳ぎ  200m

花森　友哉            ﾊﾅﾓﾘ ﾕｳﾔ                大学（2）8 男子 自由形  200m

大学（2）9 男子 自由形  400m

清水　佑八            ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾊﾁ               大学（1）10 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）11 男子 背泳ぎ  200m

大黒　晃季            ｵｵｸﾛ ｺｳｷ                大学（1）12 男子 自由形  200m

大学（1）13 男子 自由形  400m

田仲　孝規            ﾀﾅｶ ｺｳｷ                 大学（1）14 男子 背泳ぎ  200m

八木　良樹            ﾔｷﾞ ﾖｼｷ                 大学（1）15 男子 バタフライ  100m

大学（1）16 男子 バタフライ  200m

上籔　夕貴            ｶﾐﾔﾌﾞ ﾕｷ                大学（3）17 女子 自由形   50m

森下　智華            ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｶ                大学（2）18 女子 自由形  100m

大学（2）19 女子 バタフライ  100m

50040
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸学院大学    
性別: 申込種目:

尾﨑　隆太            ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ                大学（1）1 男子 自由形  400m

大学（1）2 男子 個人メドレー  400m

50043
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪国際大学    
性別: 申込種目:

新井　龍貴            ｱﾗｲ ﾘｭｳｷ                大学（2）1 男子 自由形  200m

大学（2）2 男子 自由形  400m

辻上　明徳            ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｱｷﾉﾘ             大学（1）3 男子 平泳ぎ  200m

前田　美紀            ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ                 大学（4）4 女子 個人メドレー  200m
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50059
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪経済大学    
性別: 申込種目:

難波　郁実            ﾅﾝﾊﾞ ｲｸﾐ                大学（4）1 男子 自由形   50m

笹井　俊宏            ｻｻｲ ﾄｼﾋﾛ                大学（1）2 男子 自由形   50m

大学（1）3 男子 バタフライ  100m

澤井　尚耶            ｻﾜｲ ﾅｵﾔ                 大学（1）4 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）5 男子 背泳ぎ  200m

50088
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸薬科大学    
性別: 申込種目:

崎尾　奈美            ｻｷｵ ﾅﾐ                  大学（1）1 女子 平泳ぎ  100m

50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大    
性別: 申込種目:

野々　修平            ﾉﾉ ｼｭｳﾍｲ                大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

馬場　雄也            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ                大学（4）3 男子 自由形  200m

大学（4）4 男子 バタフライ  200m

佐藤　大典            ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ               大学（4）5 男子 背泳ぎ  200m

小川　将史            ｵｶﾞﾜ ﾏｻｼ                大学（2）6 男子 自由形   50m

大学（2）7 男子 自由形  100m

上　　翔也            ｳｴ ｼｮｳﾔ                 大学（2）8 男子 平泳ぎ  200m

西山　太亮            ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｽｹ               大学（2）9 男子 自由形   50m

大呂　隆伸            ｵｵﾛ ﾘｭｳｼﾝ               大学（1）10 男子 自由形   50m

荻野夕里弥            ｵｷﾞﾉ ﾕﾘﾔ                大学（3）11 女子 自由形  100m

大学（3）12 女子 自由形  200m

辛島亜由子            ｶﾗｼﾏ ｱﾕｺ                大学（3）13 女子 背泳ぎ  100m

大学（3）14 女子 背泳ぎ  200m

坪田　莉菜            ﾂﾎﾞﾀ ﾘﾅ                 大学（3）15 女子 個人メドレー  200m

渥美　友那            ｱﾂﾐ ﾕｳﾅ                 大学（2）16 女子 自由形  100m

大学（2）17 女子 自由形  200m

田中美優夏            ﾀﾅｶ ﾐﾕｶ                 大学（2）18 女子 バタフライ  200m

50112
氏名: カナ: 学校:No.:

藍野大学        
性別: 申込種目:

西川　和輝            ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞｷ               大学（2）1 男子 個人メドレー  200m

大学（2）2 男子 個人メドレー  400m
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51002
氏名: カナ: 学校:No.:

徳島大学        
性別: 申込種目:

山田　達史            ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ                大学（3）1 男子 個人メドレー  200m

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大学        
性別: 申込種目:

箕本　圭太            ﾐﾓﾄ ｹｲﾀ                 大学（3）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）2 男子 平泳ぎ  200m

高橋　洋平            ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ               大学（3）3 男子 自由形   50m

大学（3）4 男子 自由形  100m

立花　一成            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              大学（2）5 男子 自由形  100m
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51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大学        
性別: 申込種目:

徳重　和輝            ﾄｸｼｹﾞ ｶｽﾞｷ              大学（4）1 男子 バタフライ  100m

大学（4）2 男子 バタフライ  200m

林　　裕士            ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ                大学（4）3 男子 自由形   50m

西原　洋輔            ﾆｼﾊﾗ ﾖｳｽｹ               大学（4）4 男子 自由形  400m

先濱　　健            ｻｷﾊﾏ ﾀｹｼ                大学（3）5 男子 平泳ぎ  200m

安原　　遼            ﾔｽﾊﾗ ﾘｮｳ                大学（3）6 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）7 男子 背泳ぎ  200m

南　　佳樹            ﾐﾅﾐ ﾖｼｷ                 大学（3）8 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）9 男子 平泳ぎ  200m

関谷　洸希            ｾｷﾔ ｺｳｷ                 大学（2）10 男子 個人メドレー  200m

藤間　祐次            ﾄｳﾏ ﾕｳｼﾞ                大学（2）11 男子 平泳ぎ  100m

稲垣　智哉            ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾔ               大学（1）12 男子 バタフライ  100m

大学（1）13 男子 バタフライ  200m

上西　穂高            ｳｴﾆｼ ﾎﾀﾞｶ               大学（1）14 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）15 男子 平泳ぎ  200m

辰井　雅好            ﾀﾂｲ ﾏｻﾖｼ                大学（1）16 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）17 男子 背泳ぎ  200m

高村　　健            ﾀｶﾑﾗ ｹﾝ                 大学（1）18 男子 個人メドレー  200m

大学（1）19 男子 個人メドレー  400m

山田　克駿            ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ               大学（1）20 男子 個人メドレー  200m

大学（1）21 男子 個人メドレー  400m

押川　里奈            ｵｼｶﾜ ﾘﾅ                 大学（4）22 女子 自由形   50m

大学（4）23 女子 自由形  100m

渡部沙葵梨            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷﾞﾘ              大学（4）24 女子 自由形  200m

大学（4）25 女子 個人メドレー  400m

橋原　芽生            ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ                 大学（3）26 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）27 女子 平泳ぎ  200m

池谷　遥子            ｲｹﾔ ﾊﾙｺ                 大学（3）28 女子 自由形  100m

大学（3）29 女子 自由形  200m

眞鍋和歌子            ﾏﾅﾍﾞ ﾜｶｺ                大学（2）30 女子 バタフライ  100m

本庄彩紗美            ﾎﾝｼｮｳ ｱｻﾐ               大学（2）31 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）32 女子 平泳ぎ  200m

池田　早希            ｲｹﾀﾞ ｻｷ                 大学（2）33 女子 自由形   50m

大学（2）34 女子 自由形  100m

本岡　未歩            ﾓﾄｵｶ ﾐﾎ                 大学（2）35 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）36 女子 平泳ぎ  200m

竹下　千尋            ﾀｹｼﾀ ﾁﾋﾛ                大学（1）37 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）38 女子 背泳ぎ  200m

設楽ひかり            ｼﾀﾞﾗｸ ﾋｶﾘ               大学（1）39 女子 自由形   50m

大学（1）40 女子 バタフライ  100m

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大学        
性別: 申込種目:

山下祐美子            ﾔﾏｼﾀ ﾕﾐｺ                大学（4）1 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 女子 平泳ぎ  200m

藤坂　百恵            ﾌｼﾞｻｶ ﾓﾓｴ               大学（2）3 女子 バタフライ  200m
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51012
氏名: カナ: 学校:No.:

香川大学        
性別: 申込種目:

三木　寿人            ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ                 大学（3）1 男子 自由形   50m

大学（3）2 男子 自由形  100m

石村亜美依            ｲｼﾑﾗ ｱﾐｲ                大学（4）3 女子 自由形  400m

大学（4）4 女子 自由形  800m

51074
氏名: カナ: 学校:No.:

松江高専        
性別: 申込種目:

高田　祐介            ﾀｶﾀ ﾕｳｽｹ                大学（1）1 男子 平泳ぎ  100m

51077
氏名: カナ: 学校:No.:

広島国際大学    
性別: 申込種目:

岡崎　光恭            ｵｶｻﾞｷ ﾐﾂﾔｽ              大学（1）1 男子 バタフライ  100m
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52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大          
性別: 申込種目:

林　　純平            ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ             大学（4）1 男子 平泳ぎ  200m

谷口　　翔            ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ               大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m

大塚　政幸            ｵｵﾂｶ ﾏｻﾕｷ               大学（4）3 男子 自由形   50m

安部　暢朗            ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ               大学（4）4 男子 自由形  400m

大学（4）5 男子 自由形 1500m

山口　朝矢            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｮｳﾔ              大学（4）6 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）7 男子 平泳ぎ  200m

山根　佳祐            ﾔﾏﾈ ｹｲｽｹ                大学（3）8 男子 個人メドレー  200m

足立　琢也            ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾔ                大学（3）9 男子 バタフライ  100m

人見　晋史            ﾋﾄﾐ ｼﾝｼﾞ                大学（3）10 男子 平泳ぎ  100m

金森　　竣            ｶﾅﾓﾘ ｼｭﾝ                大学（3）11 男子 自由形  400m

大学（3）12 男子 自由形 1500m

直田　大司            ｽｸﾞﾀ ﾀﾞｲｼ               大学（3）13 男子 個人メドレー  200m

大学（3）14 男子 個人メドレー  400m

佐藤　　賢            ｻﾄｳ ｹﾝ                  大学（3）15 男子 バタフライ  200m

東　　洋輔            ﾋｶﾞｼ ﾖｳｽｹ               大学（2）16 男子 バタフライ  200m

荒木　達朗            ｱﾗｷ ﾀﾂﾛｳ                大学（2）17 男子 自由形  200m

川合　　元            ｶﾜｲ ﾊｼﾞﾒ                大学（2）18 男子 自由形   50m

大学（2）19 男子 自由形  100m

中村　圭佑            ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ               大学（2）20 男子 平泳ぎ  100m

吉野　道久            ﾖｼﾉ ﾐﾁﾋｻ                大学（2）21 男子 個人メドレー  400m

峯　　勇太            ﾐﾈ ﾕｳﾀ                  大学（1）22 男子 バタフライ  200m

藤山　晃亮            ﾌｼﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ              大学（1）23 男子 自由形  200m

川野　由夏            ｶﾜﾉ ﾕｶ                  大学（3）24 女子 個人メドレー  200m

大学（3）25 女子 個人メドレー  400m

山田　明美            ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ                大学（3）26 女子 自由形   50m

大学（3）27 女子 自由形  100m

氏平　久美            ｳｼﾞﾋﾗ ｸﾐ                大学（3）28 女子 バタフライ  100m

大学（3）29 女子 バタフライ  200m

吉原　　美            ﾖｼﾊﾗ ﾌﾐ                 大学（3）30 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）31 女子 平泳ぎ  200m

嘉数帆南海            ｶｶｽﾞ ﾎﾅﾐ                大学（3）32 女子 自由形   50m

宮脇　　唯            ﾐﾔﾜｷ ﾕｲ                 大学（3）33 女子 自由形   50m

大学（3）34 女子 背泳ぎ  100m

岡本　佳奈            ｵｶﾓﾄ ｶﾅ                 大学（2）35 女子 背泳ぎ  100m

大久保菜穂            ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ                大学（1）36 女子 自由形  400m

大学（1）37 女子 自由形  800m

松尾　莉子            ﾏﾂｵ ﾘｺ                  大学（1）38 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）39 女子 平泳ぎ  200m

52002
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡教育大      
性別: 申込種目:

井上　裕大            ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ                大学（4）1 男子 平泳ぎ  200m

大学（4）2 男子 個人メドレー  200m

辰本　拓磨            ﾀﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ                大学（2）3 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）4 男子 背泳ぎ  200m

長岡　主樹            ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｷ              大学（1）5 男子 背泳ぎ  100m

三國茶亜未            ﾐｸﾆ ﾁｬｱﾐ                大学（4）6 女子 自由形   50m

大学（4）7 女子 自由形  100m
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52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大          
性別: 申込種目:

朝倉　一揮            ｱｻｸﾗ ｶｽﾞｷ               大学（4）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 背泳ぎ  200m

甲斐　敬浩            ｶｲ ﾀｶﾋﾛ                 大学（4）3 男子 背泳ぎ  200m

西林　大樹            ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ              大学（3）4 男子 平泳ぎ  200m

52005
氏名: カナ: 学校:No.:

久留米大        
性別: 申込種目:

村上万由子            ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕｺ                大学（1）1 女子 背泳ぎ  100m

52010
氏名: カナ: 学校:No.:

西南学院大      
性別: 申込種目:

宮地　　諒            ﾐﾔﾁ ﾘｮｳ                 大学（3）1 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）2 男子 平泳ぎ  200m

後藤　弘樹            ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ                大学（3）3 男子 バタフライ  100m

大学（3）4 男子 バタフライ  200m

南園　　遥            ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ              大学（4）5 女子 バタフライ  100m

大学（4）6 女子 バタフライ  200m

52013
氏名: カナ: 学校:No.:

九産大          
性別: 申込種目:

酒井　志穗            ｻｶｲ ｼﾎ                  大学（4）1 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）2 女子 背泳ぎ  200m

52014
氏名: カナ: 学校:No.:

佐賀大          
性別: 申込種目:

黒木　崇子            ｸﾛｷ ﾀｶｺ                 大学（5）1 女子 背泳ぎ  100m

52016
氏名: カナ: 学校:No.:

熊本学園大      
性別: 申込種目:

坂田宗一郎            ｻｶﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ              大学（3）1 男子 自由形   50m

52025
氏名: カナ: 学校:No.:

別府溝部短大    
性別: 申込種目:

樋田奈津希            ﾋﾀﾞ ﾅﾂｷ                 大学（2）1 女子 個人メドレー  200m

大学（2）2 女子 個人メドレー  400m

南園　沙弥            ﾐﾅﾐｿﾉ ｻﾔ                大学（2）3 女子 平泳ぎ  200m

大学（2）4 女子 個人メドレー  200m

松田　菜央            ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ                 大学（2）5 女子 自由形  200m

坂田　　紫            ｻｶﾀ ﾕｶﾘ                 大学（2）6 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）7 女子 平泳ぎ  200m

唐島　美奈            ｶﾗｼﾏ ﾐﾅ                 大学（1）8 女子 バタフライ  100m

大学（1）9 女子 バタフライ  200m

田中　茉耶            ﾀﾅｶ ﾏﾔ                  大学（1）10 女子 バタフライ  100m

大学（1）11 女子 バタフライ  200m
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52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大      
性別: 申込種目:

菅原　佑太            ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ               大学（4）1 男子 自由形  100m

大学（4）2 男子 バタフライ  100m

廣村　駿幸            ﾋﾛﾑﾗ ﾄｼﾕｷ               大学（4）3 男子 自由形  200m

大学（4）4 男子 自由形  400m

宮本　陽輔            ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ               大学（4）5 男子 自由形  400m

大学（4）6 男子 自由形 1500m

内村　和寛            ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ              大学（3）7 男子 自由形  100m

大学（3）8 男子 自由形  200m

鷲野　壮平            ﾜｼﾉ ｿｳﾍｲ                大学（3）9 男子 バタフライ  200m

大学（3）10 男子 個人メドレー  400m

山本　裕貴            ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ                大学（3）11 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）12 男子 平泳ぎ  200m

山本　耕平            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ               大学（3）13 男子 自由形  400m

大学（3）14 男子 自由形 1500m

菊地駿一郎            ｷｸﾁ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ             大学（2）15 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）16 男子 平泳ぎ  200m

中村健太郎            ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ              大学（2）17 男子 自由形   50m

大学（2）18 男子 自由形  200m

渡辺　周也            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ              大学（2）19 男子 自由形 1500m

鈴木　天理            ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ               大学（1）20 男子 自由形   50m

大学（1）21 男子 バタフライ  100m

高橋航太郎            ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ              大学（1）22 男子 個人メドレー  200m

大学（1）23 男子 個人メドレー  400m

新田　城二            ﾆｯﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ              大学（1）24 男子 平泳ぎ  200m

大学（1）25 男子 個人メドレー  400m

福嶋　沙織            ﾌｸｼﾏ ｻｵﾘ                大学（4）26 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）27 女子 背泳ぎ  200m

大隅奈津子            ｵｵｽﾐ ﾅﾂｺ                大学（4）28 女子 バタフライ  100m

大学（4）29 女子 バタフライ  200m

中野　まゆ            ﾅｶﾉ ﾏﾕ                  大学（4）30 女子 自由形   50m

橋口　佳世            ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ                大学（4）31 女子 自由形  100m

大学（4）32 女子 自由形  200m

石井　美帆            ｲｼｲ ﾐﾎ                  大学（4）33 女子 自由形  800m

福島　成美            ﾌｸｼﾏ ﾅﾙﾐ                大学（3）34 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）35 女子 平泳ぎ  200m

植田美由紀            ｳｴﾀﾞ ﾐﾕｷ                大学（3）36 女子 自由形   50m

村中まいか            ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ                大学（3）37 女子 自由形  100m

大学（3）38 女子 自由形  200m

倉松　真子            ｸﾗﾏﾂ ﾏｺ                 大学（3）39 女子 個人メドレー  200m

大学（3）40 女子 個人メドレー  400m

藤田　湖奈            ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ                 大学（2）41 女子 バタフライ  100m

大学（2）42 女子 バタフライ  200m

前迫しおり            ﾏｴｻｺ ｼｵﾘ                大学（2）43 女子 自由形  100m

大学（2）44 女子 自由形  200m

宮澤　　遥            ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ               大学（2）45 女子 自由形  400m

大学（2）46 女子 自由形  800m

増田愛美里            ﾏｽﾀﾞ ｴﾐﾘ                大学（2）47 女子 自由形  400m

大学（2）48 女子 自由形  800m

太田　明成            ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ                 大学（2）49 女子 自由形  400m
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内村沙奈江            ｳﾁﾑﾗ ｻﾅｴ                大学（1）50 女子 自由形   50m

福留　景子            ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ               大学（1）51 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）52 女子 平泳ぎ  200m

原　　優美            ﾊﾗ ﾕｳﾐ                  大学（1）53 女子 バタフライ  100m

羽立　裕香            ﾊﾀﾞﾃ ﾕｶ                 大学（1）54 女子 バタフライ  200m

浅井　　桃            ｱｻｲ ﾓﾓ                  大学（1）55 女子 個人メドレー  200m

大学（1）56 女子 個人メドレー  400m

52055
氏名: カナ: 学校:No.:

九州共立大      
性別: 申込種目:

野瀬　　瞳            ﾉｾ ﾋﾄﾐ                  大学（4）1 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）2 女子 平泳ぎ  200m
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53063
氏名: カナ: 学校:No.:

仙台大          
性別: 申込種目:

貝吹　啓靖            ｶｲﾌｷ ﾋﾛﾔｽ               大学（4）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 背泳ぎ  200m

星　　光輔            ﾎｼ ｺｳｽｹ                 大学（3）3 男子 自由形   50m

大学（3）4 男子 自由形  200m

53065
氏名: カナ: 学校:No.:

東北学院大      
性別: 申込種目:

早坂　寿輝            ﾊﾔｻｶ ﾄｼｷ                大学（4）1 男子 バタフライ  100m

大学（4）2 男子 バタフライ  200m

坂下　聖矢            ｻｶｼﾀ ｾｲﾔ                大学（4）3 男子 平泳ぎ  100m

長本　　悟            ｵｻﾓﾄ ｻﾄﾙ                大学（3）4 男子 バタフライ  200m

鋤崎　雄也            ｽｷｻﾞｷ ﾕｳﾔ               大学（2）5 男子 自由形   50m

大学（2）6 男子 自由形  100m

兎澤雄太郎            ﾄｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ              大学（1）7 男子 背泳ぎ  100m

鹿子嶋　宙            ｶｺﾞｼﾏ ｿﾗ                大学（4）8 女子 背泳ぎ  100m

大学（4）9 女子 背泳ぎ  200m

菊池ありさ            ｷｸﾁ ｱﾘｻ                 大学（2）10 女子 バタフライ  100m

53066
氏名: カナ: 学校:No.:

東北大          
性別: 申込種目:

窪田　平佑            ｸﾎﾞﾀ ﾍｲｽｹ               大学（1）1 男子 自由形   50m

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別: 申込種目:

秋山　恵美            ｱｷﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ               大学（2）1 女子 バタフライ  200m

藤島　由佳            ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｶ                大学（2）2 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）3 女子 平泳ぎ  200m

近藤　敦美            ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾐ               大学（2）4 女子 自由形  100m

大学（2）5 女子 自由形  200m

53093
氏名: カナ: 学校:No.:

東北福祉大      
性別: 申込種目:

赤井澤智司            ｱｶｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ              大学（3）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）2 男子 背泳ぎ  200m

大類　麻未            ｵｵﾙｲ ｱｻﾐ                大学（3）3 女子 背泳ぎ  100m

渡邊　　愛            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ                大学（1）4 女子 背泳ぎ  100m

結城　育海            ﾕｳｷ ｲｸﾐ                 大学（1）5 女子 自由形   50m

53177
氏名: カナ: 学校:No.:

北翔大          
性別: 申込種目:

鈴木　貴翔            ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ                大学（1）1 男子 背泳ぎ  100m
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