
第８８回日本学生選手権水泳競技大
会

登録団体別＿リレー補欠一覧表

48001
氏名: カナ: 学校:No.:

東京学芸大      
性別:

児玉　大樹            ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ               大学（3）1 男子

鶴巻　　光            ﾂﾙﾏｷ ﾋｶﾙ                大学（2）2 男子

48002
氏名: カナ: 学校:No.:

法政大          
性別:

鹿志村公大            ｶｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ              大学（4）1 男子

中島　翔平            ﾅｶｼﾏ ｼｮｳﾍｲ              大学（4）2 男子

蓮實広之進            ﾊｽﾐ ﾋﾛﾉｼﾝ               大学（4）3 男子

野中　翔太            ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ                大学（3）4 男子

井口廉太郎            ｲｸﾞﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ              大学（1）5 男子

石川　航平            ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ               大学（1）6 男子

榊原　利基            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼｷ              大学（1）7 男子

佐藤　健太            ｻﾄｳ ｹﾝﾀ                 大学（1）8 男子

新保　拓也            ｼﾝﾎﾞ ﾀｸﾔ                大学（1）9 男子

高畑　えみ            ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ               大学（2）10 女子

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別:

小川　真生            ｵｶﾞﾜ ﾏｵ                 大学（3）1 男子

岡　晋太郎            ｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ                大学（2）2 男子

矢野　貴寛            ﾔﾉ ﾀｶﾋﾛ                 大学（2）3 男子

長曽我部一大          ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ｲﾁﾀﾞｲ           大学（1）4 男子

48007
氏名: カナ: 学校:No.:

日本体育大      
性別:

吉梅　　龍            ﾖｼｳﾒ ﾘｮｳ                大学（4）1 男子

渡辺　邦彦            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾋｺ              大学（4）2 男子

宮本　耀介            ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ               大学（3）3 男子

吉原慎太朗            ﾖｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ              大学（3）4 男子

大矢　敏樹            ｵｵﾔ ﾄｼｷ                 大学（2）5 男子

岡野　大輝            ｵｶﾉ ﾋﾛｷ                 大学（2）6 男子

谷川　貴紀            ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ              大学（2）7 男子

前川　智久            ﾏｴｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ              大学（2）8 男子

屋田　一将            ﾔﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ               大学（2）9 男子

稲垣　佳明            ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｱｷ              大学（1）10 男子

櫛田　智史            ｸｼﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ               大学（1）11 男子

渡辺　隼斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ               大学（1）12 男子

小山　翔子            ｺﾔﾏ ｼｮｳｺ                大学（4）13 女子

柳井　　茜            ﾔﾅｲ ｱｶﾈ                 大学（4）14 女子

上野　早紀            ｳｴﾉ ｻｷ                  大学（3）15 女子

櫻井　亜衣            ｻｸﾗｲ ｱｲ                 大学（3）16 女子

青木　　萌            ｱｵｷ ﾓｴ                  大学（1）17 女子

岡　友里恵            ｵｶ ﾕﾘｴ                  大学（1）18 女子

鈴木　沙織            ｽｽﾞｷ ｻｵﾘ                大学（1）19 女子

東瀬　香菜            ﾄｳｾ ｶﾅ                  大学（1）20 女子

蓮沼萌衣子            ﾊｽﾇﾏ ﾓｴｺ                大学（1）21 女子
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48011
氏名: カナ: 学校:No.:

日本女子体大    
性別:

延　かなえ            ﾉﾌﾞ ｶﾅｴ                 大学（4）1 女子

山本　真実            ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ                 大学（4）2 女子

古川芙紗子            ｺｶﾞﾜ ﾌｻｺ                大学（3）3 女子

小谷野泰穂            ｺﾔﾉ ﾔｽﾎ                 大学（3）4 女子

橋爪　香吏            ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｵﾘ               大学（3）5 女子

田村眞理子            ﾀﾑﾗ ﾏﾘｺ                 大学（2）6 女子

古川　綾子            ﾌﾙｶﾜ ｱﾔｺ                大学（2）7 女子

48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別:

後藤　薫範            ｺﾞﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ              大学（3）1 男子

渡邊総一郎            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ            大学（3）2 男子

井深　翔悟            ｲﾌﾞｶ ｼｮｳｺﾞ              大学（2）3 男子

鳥本信太郎            ﾄﾘﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ              大学（2）4 男子

毛利　智人            ﾓｳﾘ ﾄﾓﾄ                 大学（2）5 男子

山本　祐靖            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ               大学（2）6 男子

脇本　健司            ﾜｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ               大学（2）7 男子

石井　裕也            ｲｼｲ ﾕｳﾔ                 大学（1）8 男子

大場　優輝            ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ                大学（1）9 男子

クラウス舞恵瑠        ｸﾗｳｽ ﾏｲｹﾙ               大学（1）10 男子

森下　桂人            ﾓﾘｼﾀ ｹｲﾄ                大学（1）11 男子

慶長　泰周            ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｲｼｭｳ             大学（1）12 男子

福島由紀子            ﾌｸｼﾏ ﾕｷｺ                大学（4）13 女子

良知　春佳            ﾗﾁ ﾊﾙｶ                  大学（4）14 女子

山部　理紗            ﾔﾏﾍﾞ ﾘｻ                 大学（1）15 女子

48024
氏名: カナ: 学校:No.:

東京女子体大    
性別:

阿部　里美            ｱﾍﾞ ｻﾄﾐ                 大学（4）1 女子

川尾　真優            ｶﾜｵ ﾏﾕ                  大学（3）2 女子

伊藤　　舞            ｲﾄｳ ﾏｲ                  大学（2）3 女子

桂　　弥生            ｶﾂﾗ ﾔﾖｲ                 大学（2）4 女子

庄司　華絵            ｼｮｳｼﾞ ｶﾅｴ               大学（2）5 女子

富田　千晶            ﾄﾐﾀ ﾁｱｷ                 大学（2）6 女子

與品　理子            ﾖｼﾅ ﾘｺ                  大学（2）7 女子

小熊　久美            ｵｸﾞﾏ ﾋｻﾐ                大学（1）8 女子

塩田　雪絵            ｼｵﾀﾞ ﾕｷｴ                大学（1）9 女子

都築ひかる            ﾂﾂﾞｷ ﾋｶﾙ                大学（1）10 女子

長崎　麻美            ﾅｶﾞｻｷ ｱｻﾐ               大学（1）11 女子

日原　加奈            ﾋﾊﾗ ｶﾅ                  大学（1）12 女子

山根　志穂            ﾔﾏﾈ ｼﾎ                  大学（1）13 女子

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大          
性別:

塚本　悠介            ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ               大学（4）1 男子

有田　祥馬            ｱﾘﾀ ｼｮｳﾏ                大学（3）2 男子

中川　卓也            ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ               大学（3）3 男子

斎藤　自快            ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｶ               大学（1）4 男子
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48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別:

鈴木　和樹            ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ               大学（3）1 男子

中村　謙太            ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ                大学（3）2 男子

山岸　真也            ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ               大学（3）3 男子

佐藤　瑛司            ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ                大学（2）4 男子

藤井　大将            ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼｮｳ              大学（2）5 男子

細川　勝舟            ﾎｿｶﾜ ｶﾂﾉﾘ               大学（2）6 男子

増田　聖怜            ﾏｽﾀﾞ ｾﾚﾝ                大学（2）7 男子

山本　悠仁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ               大学（2）8 男子

菅原　洋人            ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾋﾄ              大学（1）9 男子

関谷　公希            ｾｷﾔ ｺｳｷ                 大学（1）10 男子

西内　　匠            ﾆｼｳﾁ ﾀｸﾐ                大学（1）11 男子

八巻　峻耶            ﾔﾏｷ ｼｭﾝﾔ                大学（1）12 男子

岡村　恵美            ｵｶﾑﾗ ｴﾐ                 大学（4）13 女子

野崎　友里            ﾉｻﾞｷ ﾕﾘ                 大学（4）14 女子

白井　友梨            ｼﾗｲ ﾕﾘ                  大学（3）15 女子

武藤　　彩            ﾑﾄｳ ｱﾔ                  大学（3）16 女子

沖津　茉歩            ｵｷﾂ ﾏﾎ                  大学（1）17 女子

島村　沙希            ｼﾏﾑﾗ ｻｷ                 大学（1）18 女子

高橋　みお            ﾀｶﾊｼ ﾐｵ                 大学（1）19 女子

柄崎　　萌            ﾂｶｻﾞｷ ﾓｴ                大学（1）20 女子

48030
氏名: カナ: 学校:No.:

拓殖大          
性別:

大野　雅史            ｵｵﾉ ﾏｻﾌﾐ                大学（4）1 男子

斎木郁功馬            ｻｲｷ ｲｸﾏ                 大学（4）2 男子

大堀　翔平            ｵｵﾎﾘ ｼｮｳﾍｲ              大学（3）3 男子

齋藤　学海            ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ                大学（3）4 男子

田中　裕也            ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ                 大学（3）5 男子

中川翔太郎            ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ            大学（3）6 男子

船津　直樹            ﾌﾅﾂ ﾅｵｷ                 大学（3）7 男子

渡部　涼太            ﾜﾀﾍﾞ ﾘｮｳﾀ               大学（2）8 男子

菊地　駿太            ｷｸﾁ ｼｭﾝﾀ                大学（1）9 男子

越村　清隆            ｺｼﾑﾗ ｷﾖﾀｶ               大学（1）10 男子

高澤　知晃            ﾀｶｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ              大学（1）11 男子

平田　　健            ﾋﾗﾀ ｹﾝ                  大学（1）12 男子

矢持　匡啓            ﾔﾓﾁ ﾏｻﾋﾛ                大学（1）13 男子

吉澤　政弥            ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ               大学（1）14 男子
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48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別:

大崎　雄悟            ｵｵｻｷ ﾕｳｺﾞ               大学（4）1 男子

北村　一真            ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ               大学（3）2 男子

菅井　陽太            ｽｶﾞｲ ﾖｳﾀ                大学（2）3 男子

臼井　大樹            ｳｽｲ ﾀﾞｲｼﾞｭ              大学（1）4 男子

大谷　翔太            ｵｵﾀﾆ ｼｮｳﾀ               大学（1）5 男子

福井　健人            ﾌｸｲ ｹﾝﾄ                 大学（1）6 男子

増田　圭佑            ﾏｽﾀﾞ ｹｲｽｹ               大学（1）7 男子

松田　一臣            ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞｵﾐ              大学（1）8 男子

中谷　理一            ﾅｶﾀﾆ ﾘｲﾁ                9 男子

谷川　あさ            ﾀﾆｶﾜ ｱｻ                 大学（3）10 女子

片本　佳那            ｶﾀﾓﾄ ｶﾅ                 大学（1）11 女子

48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大          
性別:

小林　　巧            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ               大学（4）1 男子

鈴木　竣介            ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ              大学（3）2 男子

日野　雄太            ﾋﾉ ﾕｳﾀ                  大学（3）3 男子

山本　慎治            ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ               大学（3）4 男子

小林　大貴            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ               大学（2）5 男子

森田　亮平            ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾍｲ               大学（2）6 男子

渡邊　　聡            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ               大学（2）7 男子

川島　孝哉            ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ                大学（1）8 男子

森谷　　駿            ﾓﾘﾀﾆ ｼｭﾝ                大学（1）9 男子

来間　隆史            ﾗｲﾏ ﾀｶﾌﾐ                大学（1）10 男子

48040
氏名: カナ: 学校:No.:

筑波大          
性別:

久留　琢丸            ﾋｻﾄﾒ ﾀｸﾏﾙ               大学（3）1 男子

藤本　知臣            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾐ               大学（3）2 男子

関谷　斗武            ｾｷﾔ ﾄﾑ                  大学（1）3 男子

奈良　享祐            ﾅﾗ ｷｮｳｽｹ                大学（1）4 男子

48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別:

大谷　直矢            ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾔ                大学（3）1 男子

永田　湧大            ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ              大学（3）2 男子

伊藤龍太郎            ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ              大学（1）3 男子

48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大        
性別:

石田　健人            ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ                大学（4）1 男子

斉藤　広弥            ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ                大学（3）2 男子

中島　雅人            ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ                大学（3）3 男子

会田　聡哉            ｱｲﾀﾞ ｻﾄﾔ                大学（2）4 男子

松澤　直哉            ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ               大学（2）5 男子

勝田　康貴            ｶﾂﾀ ｺｳｷ                 大学（1）6 男子

浅井　千絵            ｱｻｲ ﾁｴ                  大学（2）7 女子

若狭かな恵            ﾜｶｻ ｶﾅｴ                 大学（1）8 女子

4/14 ページ2012年8月7日 0:09:12



第８８回日本学生選手権水泳競技大
会

登録団体別＿リレー補欠一覧表

48050
氏名: カナ: 学校:No.:

千葉商科大      
性別:

佐藤　亜美            ｻﾄｳ ｱﾐ                  大学（3）1 女子

48052
氏名: カナ: 学校:No.:

東洋大          
性別:

野中　翔太            ﾉﾅｶ ｼｮｳﾀ                大学（4）1 男子

服部　龍哉            ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ                大学（3）2 男子

新井　　亮            ｱﾗｲ ﾘｮｳ                 大学（1）3 男子

櫻田　拓郎            ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｸﾛｳ              大学（1）4 男子

高橋　健人            ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ                大学（1）5 男子

望月　駿佑            ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝｽｹ             大学（1）6 男子

早坂絵理香            ﾊﾔｻｶ ｴﾘｶ                大学（4）7 女子

大城　美香            ｵｵｼﾛ ﾐｶ                 大学（3）8 女子

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別:

有村　拓也            ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾔ                大学（3）1 男子

友行　耕平            ﾄﾓﾕｷ ｺｳﾍｲ               大学（3）2 男子

中村　　魁            ﾅｶﾑﾗ ｶｲ                 大学（3）3 男子

浅田裕太郎            ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ              大学（2）4 男子

小林　　豊            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ               大学（1）5 男子

天神　　翼            ﾃﾝｼﾞﾝ ﾂﾊﾞｻ              大学（1）6 男子

吉野　悠太            ﾖｼﾉ ﾕｳﾀ                 大学（1）7 男子

大島　　京            ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ                大学（4）8 女子

永井　尚美            ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾐ                大学（4）9 女子

海老沼　忍            ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ              大学（3）10 女子

塙　紗佑里            ﾊﾅﾜ ｻﾕﾘ                 大学（3）11 女子

鈴木　聖未            ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ                大学（2）12 女子

48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別:

菊地　翔太            ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ                大学（3）1 男子

原田　　克            ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ                大学（1）2 男子
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48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大          
性別:

大川　一成            ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾅ               大学（4）1 男子

沖田　浩俊            ｵｷﾀ ﾋﾛﾄｼ                大学（3）2 男子

齋藤　　叡            ｻｲﾄｳ ｴｲ                 大学（3）3 男子

島村　航平            ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ               大学（3）4 男子

金子　翔磨            ｶﾈｺ ｼｮｳﾏ                大学（2）5 男子

小林　和哉            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ              大学（2）6 男子

櫃田　皓大            ﾋﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ               大学（2）7 男子

小野　勇希            ｵﾉ ﾕｳｷ                  大学（1）8 男子

川﨑　翔太            ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾀ               大学（1）9 男子

進藤　健太            ｼﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ               大学（1）10 男子

細川　量也            ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞﾔ               大学（1）11 男子

渡邉　敬太            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ               大学（1）12 男子

池田　麻季            ｲｹﾀﾞ ｱｻｷ                大学（4）13 女子

實川　愛理            ｼﾞﾂｶﾜ ｱｲﾘ               大学（3）14 女子

高野　千里            ﾀｶﾉ ﾁｻﾄ                 大学（2）15 女子

今村　晴香            ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ                大学（1）16 女子

小杉　彩女            ｺｽｷﾞ ｱﾔﾒ                大学（1）17 女子

48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大        
性別:

今村　　諒            ｲﾏﾑﾗ ﾘｮｳ                大学（2）1 男子

山岸　将也            ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ               大学（2）2 男子

大川　直人            ｵｵｶﾜ ﾅｵﾄ                大学（1）3 男子

藤巻　直也            ﾌｼﾞﾏｷ ﾅｵﾔ               大学（1）4 男子

吉澤　敦希            ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾂｷ               大学（1）5 男子

48090
氏名: カナ: 学校:No.:

国際武道大      
性別:

吉成　太紀            ﾖｼﾅﾘ ﾀｲｷ                大学（4）1 男子

飯尾　拓朗            ｲｲｵ ﾀｸﾛｳ                大学（3）2 男子

石井　良憲            ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ                大学（3）3 男子

宇佐美直弥            ｳｻﾐ ﾅｵﾔ                 大学（3）4 男子

勅使川原翔大          ﾃｼｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ             大学（3）5 男子

東山　　傑            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｽｸﾞﾙ             大学（3）6 男子

菅谷　充希            ｽｶﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ               大学（2）7 男子

野澤　皓一            ﾉｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ               大学（2）8 男子

細野　大地            ﾎｿﾉ ﾀﾞｲﾁ                大学（2）9 男子

中島　　哲            ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂ                大学（1）10 男子

6/14 ページ2012年8月7日 0:09:12



第８８回日本学生選手権水泳競技大
会

登録団体別＿リレー補欠一覧表

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大      
性別:

嶋﨑　喬介            ｼﾏｻｷ ｷｮｳｽｹ              大学（3）1 男子

青木　　賢            ｱｵｷ ｹﾝ                  大学（2）2 男子

上里　　守            ｳｴｻﾞﾄ ﾏﾓﾙ               大学（2）3 男子

菊地　　俊            ｷｸﾁ ｽｸﾞﾙ                大学（1）4 男子

富内　　檀            ﾄﾐｳﾁ ﾀﾞﾝ                大学（1）5 男子

本田　湧己            ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ                大学（1）6 男子

松見　快世            ﾏﾂﾐ ｶｲｾｲ                大学（1）7 男子

大橋　保南            ｵｵﾊｼ ﾎﾅﾐ                大学（4）8 女子

佐々木恵里            ｻｻｷ ｴﾘ                  大学（4）9 女子

鈴川　麻美            ｽｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ               大学（4）10 女子

秋山　夏希            ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ                大学（3）11 女子

水野江里子            ﾐｽﾞﾉ ｴﾘｺ                大学（3）12 女子

48203
氏名: カナ: 学校:No.:

桐蔭横浜大      
性別:

柳谷　隆裕            ﾔﾅｷﾞﾔ ﾀｶﾋﾛ              大学（3）1 男子

萩原　良照            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾃﾙ              大学（1）2 男子

49001
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知学院大      
性別:

後藤　大輝            ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ                大学（4）1 男子

谷口　明央            ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｵ               大学（4）2 男子

佐藤　貴幸            ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ                大学（3）3 男子

高木　咲希            ﾀｶｷﾞ ｻｷ                 大学（4）4 女子

宮崎　　綾            ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔ                大学（4）5 女子

岡田　美穂            ｵｶﾀﾞ ﾐﾎ                 大学（3）6 女子

築山　　茜            ﾂｷﾔﾏ ｱｶﾈ                大学（3）7 女子

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大          
性別:

藤川京太郎            ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ            大学（4）1 男子

藤田　沙羅            ﾌｼﾞﾀ ｻﾗ                 大学（2）2 女子

49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

井手之上恵里          ｲﾃﾞﾉｳｴ ｴﾘ               大学（4）1 女子

高須　陽子            ﾀｶｽ ﾖｳｺ                 大学（1）2 女子

49028
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟大          
性別:

奥山　春文            ｵｸﾔﾏ ﾊﾙﾌﾐ               大学（4）1 男子

河原　邦将            ｶﾜﾊﾗ ｸﾆﾕｷ               大学（4）2 男子

井幡　雅文            ｲﾊﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ               大学（2）3 男子
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49032
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大      
性別:

黒柳　哲朗            ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾃﾂﾛｳ             大学（4）1 男子

土肥　隆輔            ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｽｹ               大学（4）2 男子

森山　幸祐            ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｽｹ               大学（3）3 男子

石井　　峰            ｲｼｲ ﾘｮｳ                 大学（2）4 男子

高田　裕史            ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ               大学（2）5 男子

田中　貴大            ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ                大学（2）6 男子

中條　博貴            ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ              大学（2）7 男子

野矢　翔太            ﾉﾔ ｼｮｳﾀ                 大学（2）8 男子

山形　雄人            ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾄ               大学（2）9 男子

米持　　龍            ﾖﾈﾓﾁ ﾘｮｳ                大学（2）10 男子

庄司　輝拓            ｼｮｳｼﾞ ｷｾｷ               大学（1）11 男子

山田　凱大            ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ               大学（1）12 男子

和泉田有沙            ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱﾘｻ              大学（4）13 女子

伴藤　美久            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｸ               大学（3）14 女子

乾　　璃子            ｲﾇｲ ﾘｺ                  大学（2）15 女子

高橋　　津            ﾀｶﾊｼ ｼﾝ                 大学（2）16 女子

斉藤　里佳            ｻｲﾄｳ ﾘｶ                 大学（1）17 女子

林　　梨紅            ﾊﾔｼ ﾘｸ                  大学（1）18 女子

49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大      
性別:

早野　　圭            ﾊﾔﾉ ｹｲ                  大学（3）1 男子

上松　知稀            ｳｴﾏﾂ ﾄﾓｷ                大学（1）2 男子

松崎　真冬            ﾏﾂｻﾞｷ ﾏﾌﾕ               大学（1）3 女子

49073
氏名: カナ: 学校:No.:

富士常葉大      
性別:

石見　和也            ｲﾜﾐ ｶｽﾞﾔ                大学（4）1 男子

杉山　大和            ｽｷﾞﾔﾏ ﾔﾏﾄ               大学（4）2 男子

松田　元気            ﾏﾂﾀﾞ ｹﾞﾝｷ               大学（4）3 男子

日原　良太            ﾋﾊﾗ ﾘｮｳﾀ                大学（2）4 男子

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大学    
性別:

篠原　有輝            ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｷ                大学（3）1 女子

白本　　愛            ｼﾗﾓﾄ ｱｲ                 大学（3）2 女子
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50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大学    
性別:

浅野　　諭            ｱｻﾉ ｻﾄｼ                 大学（4）1 男子

豕瀬　要介            ｲﾉｾ ﾖｳｽｹ                大学（4）2 男子

大森　基載            ｵｵﾓﾘ ﾓﾄﾉﾘ               大学（4）3 男子

田中　祥平            ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ               大学（4）4 男子

芦田　大地            ｱｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ               大学（3）5 男子

世良　幸久            ｾﾗ ﾕｷﾋｻ                 大学（3）6 男子

一ツ矢亮平            ﾋﾄﾂﾔ ﾘｮｳﾍｲ              大学（3）7 男子

安藤　　虹            ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳ                大学（1）8 男子

小山　将平            ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ               大学（1）9 男子

西桶　正倫            ﾆｼｵｹ ﾏｻﾐﾁ               大学（1）10 男子

平田　和紀            ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｷ                大学（1）11 男子

前田　　奨            ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳ                大学（1）12 男子

神野　有香            ｶﾝﾉ ﾕｳｶ                 大学（1）13 女子

50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大    
性別:

小西　歩美            ｺﾆｼ ｱﾕﾐ                 大学（2）1 女子

松本　真希            ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ                 大学（2）2 女子

島田　佳奈            ｼﾏﾀﾞ ｶﾅ                 大学（1）3 女子

堀　　由依            ﾎﾘ ﾕｲ                   大学（1）4 女子

50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大学        
性別:

藤岡　裕樹            ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ               大学（1）1 男子

50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大学        
性別:

吉竹　　望            ﾖｼﾀｹ ﾉｿﾞﾐ               大学（3）1 男子

安倍　健登            ｱﾍﾞ ﾀｹﾄ                 大学（2）2 男子

北御門祥平            ｷﾀﾐｶﾄﾞ ｼｮｳﾍｲ            大学（1）3 男子

楠原　達樹            ｸｽﾊﾗ ﾀﾂｷ                大学（1）4 男子

田中　　光            ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ                 大学（1）5 男子

50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大学        
性別:

本間　智史            ﾎﾝﾏ ｻﾄｼ                 大学（3）1 男子

後藤　愛奈            ｺﾞﾄｳ ｱｲﾅ                大学（3）2 女子

生田　愛美            ｲｸﾀ ﾏﾅﾐ                 大学（1）3 女子

中平　美穂            ﾅｶﾋﾗ ﾐﾎ                 大学（1）4 女子

50014
氏名: カナ: 学校:No.:

桃山学院大学    
性別:

片平　和樹            ｶﾀﾋﾗ ｶｽﾞｷ               大学（3）1 男子

福田　航平            ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ               大学（3）2 男子

植田　祐司            ｳｴﾀ ﾕｳｼﾞ                大学（2）3 男子

矢野　雄也            ﾔﾉ ﾕｳﾔ                  大学（2）4 男子

長瀬　敬亮            ﾅｶﾞｾ ｹｲｽｹ               大学（1）5 男子

中村　裕貴            ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ                大学（1）6 男子

松井　優樹            ﾏﾂｲ ﾕｳｷ                 大学（1）7 男子
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50021
氏名: カナ: 学校:No.:

同志社大学      
性別:

安島　健人            ｱﾝｼﾞﾏ ｹﾝﾄ               大学（2）1 男子

福島　拓朗            ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾛｳ               大学（1）2 男子

平本　詩歩            ﾋﾗﾓﾄ ｼﾎ                 大学（2）3 女子

大平　有莉            ｵｵﾋﾗ ﾕﾘ                 大学（1）4 女子

50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大学        
性別:

木村　将大            ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ                大学（3）1 男子

広瀬　直樹            ﾋﾛｾ ﾅｵｷ                 大学（3）2 男子

岡田　知晃            ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｱｷ               大学（2）3 男子

末吉　拓也            ｽｴﾖｼ ﾀｸﾔ                大学（2）4 男子

網代　雅也            ｱｼﾞﾛ ﾏｻﾔ                大学（1）5 男子

原田　崚平            ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              大学（1）6 男子

眞野　　聡            ﾏﾉ ｻﾄｼ                  大学（1）7 男子

森川　晴仁            ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾄ                大学（1）8 男子

山口　佳祐            ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ              大学（1）9 男子

岩田　茜衣            ｲﾜﾀ ｱｶﾈ                 大学（3）10 女子

西脇あゆみ            ﾆｼﾜｷ ｱﾕﾐ                大学（3）11 女子

亀ヶ谷万里            ｶﾒｶﾞﾔ ﾏﾘ                大学（2）12 女子

藤木　飛鳥            ﾌｼﾞｷ ｱｽｶ                大学（2）13 女子

川内　恵理            ｶﾜｳﾁ ｴﾘ                 大学（1）14 女子

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大学        
性別:

樽井　　学            ﾀﾙｲ ﾏﾅﾌﾞ                大学（1）1 男子

50025
氏名: カナ: 学校:No.:

京都大学        
性別:

永井　海人            ﾅｶﾞｲ ｶｲﾄ                大学（4）1 男子

長友　　竣            ﾅｶﾞﾄﾓ ｼｭﾝ               大学（4）2 男子

藤井　亮輔            ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ              大学（4）3 男子

山岡　　智            ﾔﾏｵｶ ｻﾄｼ                大学（4）4 男子

金関　剛史            ｶﾈｾｷ ﾂﾖｼ                大学（3）5 男子

内田　明宏            ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ               大学（2）6 男子

新谷　　健            ｼﾝﾀﾆ ﾏｻﾙ                大学（2）7 男子

山口　幸大            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ              大学（2）8 男子

横田　堯大            ﾖｺﾀ ﾀｶﾋﾛ                大学（2）9 男子

佐藤　開一            ｻﾄｳ ｶｲﾁ                 大学（1）10 男子

中村　奎吾            ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ               大学（1）11 男子

大和啓太郎            ﾔﾏﾄ ｹｲﾀﾛｳ               大学（1）12 男子
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50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大学      
性別:

中島　　遼            ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ               大学（4）1 男子

伊藤　史樹            ｲﾄｳ ﾌﾐｷ                 大学（3）2 男子

新宅　淳司            ｼﾝﾀｸ ｱﾂｼ                大学（3）3 男子

穴田　達也            ｱﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ                大学（2）4 男子

澤田　　嶺            ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ                大学（2）5 男子

首藤　晃希            ｼｭﾄｳ ｺｳｷ                大学（2）6 男子

髙岡　　航            ﾀｶｵｶ ﾜﾀﾙ                大学（2）7 男子

加藤　貴也            ｶﾄｳ ﾀｶﾔ                 大学（1）8 男子

柴田　直紀            ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ                大学（1）9 男子

樋熊加瑞人            ﾋｸﾞﾏ ｶｽﾞﾄ               大学（1）10 男子

50043
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪国際大学    
性別:

日笠　優太            ﾋｶﾞｻ ﾕｳﾀ                大学（3）1 男子

久保　翔一            ｸﾎﾞ ｼｮｳｲﾁ               大学（1）2 男子

松山　裕貴            ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ               大学（1）3 男子

50059
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪経済大学    
性別:

麻布　　諄            ｱｻﾌﾞ ｼﾞｭﾝ               大学（3）1 男子

雨林　祥吾            ｳﾘﾝ ｼｮｳｺﾞ               大学（2）2 男子

笹岡　翔馬            ｻｻｵｶ ｼｮｳﾏ               大学（2）3 男子

高上　陽次            ﾀｶｳｴ ﾖｳｼﾞ               大学（2）4 男子

寺久保健人            ﾃﾗｸﾎﾞ ｹﾝﾄ               大学（1）5 男子

50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大    
性別:

田中　智大            ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ                大学（2）1 男子

善才　　桜            ｾﾞﾝｻｲ ｻｸﾗ               大学（3）2 女子

小石麿由桂            ｺｲｼ ﾏﾕｶ                 大学（1）3 女子

51003
氏名: カナ: 学校:No.:

愛媛大学        
性別:

山岡　洋平            ﾔﾏｵｶ ﾖｳﾍｲ               大学（3）1 男子

太田　貴仁            ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ                大学（2）2 男子

齋藤　凌雅            ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ              大学（2）3 男子

村崎　　光            ﾑﾗｻﾞｷ ﾋｶﾙ               大学（2）4 男子

森　　翔汰            ﾓﾘ ｼｮｳﾀ                 大学（2）5 男子

出口　智嗣            ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾂｸﾞ             大学（1）6 男子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大学        
性別:

久保　裕作            ｸﾎﾞ ﾕｳｻｸ                大学（3）1 男子

横山　和也            ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ               大学（3）2 男子

後藤　孝輔            ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ               大学（1）3 男子

元下　知季            ﾓﾄｼﾀ ﾄﾓｷ                大学（1）4 男子

舟木　智美            ﾌﾅｷ ｻﾄﾐ                 大学（4）5 女子

三木　紅葉            ﾐｷ ﾓﾐｼﾞ                 大学（2）6 女子
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51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大学        
性別:

田辺　美紀            ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ                 大学（4）1 女子

松浦由生子            ﾏﾂｳﾗ ﾕｲｺ                大学（4）2 女子

宮原　　彩            ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔ                 大学（4）3 女子

小野奈津実            ｵﾉ ﾅﾂﾐ                  大学（3）4 女子

52001
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡大          
性別:

緒方　大地            ｵｶﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ               大学（4）1 男子

久保　直輝            ｸﾎﾞ ﾅｵｷ                 大学（4）2 男子

松岡　　諒            ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳ                大学（4）3 男子

薮内　悠生            ﾔﾌﾞｳﾁ ﾕｳｷ               大学（4）4 男子

佐藤　功一            ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ                大学（3）5 男子

西　　一帆            ﾆｼ ｶｽﾞﾎ                 大学（3）6 男子

松島　有志            ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｼﾞ               大学（2）7 男子

大塚　貴之            ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ               大学（1）8 男子

廣瀬　孝行            ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ                大学（1）9 男子

三村　浩介            ﾐﾑﾗ ｺｳｽｹ                大学（1）10 男子

渡辺　匠己            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ               大学（1）11 男子

江﨑　侑未            ｴｻﾞｷ ﾕｳﾐ                大学（2）12 女子

黒木　由香            ｸﾛｷ ﾕｶ                  大学（1）13 女子

52002
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡教育大      
性別:

成瀬　　怜            ﾅﾙｾ ｻﾄﾙ                 大学（3）1 男子

水口　勲一            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｸﾝｲﾁ             大学（3）2 男子

曽川　純平            ｿｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            大学（2）3 男子

吉村　純平            ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            大学（2）4 男子

今若　　嵩            ｲﾏﾜｶ ﾀｶｼ                大学（1）5 男子

小松　正典            ｺﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ                大学（1）6 男子

52004
氏名: カナ: 学校:No.:

九州大          
性別:

井上　孝紀            ｲﾉｳｴ ﾀｶﾉﾘ               大学（4）1 男子

中里　一幾            ﾅｶｻﾞﾄ ｶｽﾞｷ              大学（4）2 男子

松本　　賢            ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ                大学（2）3 男子

柳　登貴人            ﾔﾅｷﾞ ﾄｷﾄ                大学（2）4 男子

江藤　　啓            ｴﾄｳ ｹｲ                  大学（1）5 男子

高林　佑馬            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ              大学（1）6 男子

52025
氏名: カナ: 学校:No.:

別府溝部短大    
性別:

金城　瑞希            ｷﾝｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ             大学（1）1 女子
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52033
氏名: カナ: 学校:No.:

鹿屋体育大      
性別:

伊藤　　巧            ｲﾄｳ ﾀｸﾐ                 大学（4）1 男子

柳田翔太郎            ﾔﾅｷﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ            大学（4）2 男子

今井翔太郎            ｲﾏｲ ｼｮｳﾀﾛｳ              大学（3）3 男子

松尾　太郎            ﾏﾂｵ ﾀﾛｳ                 大学（3）4 男子

山本　亮太            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ               大学（3）5 男子

井上　智博            ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ               大学（2）6 男子

大関　颯太            ｵｵｾﾞｷ ｿｳﾀ               大学（1）7 男子

西川　知弥            ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾔ                大学（1）8 男子

平賀みさき            ﾋﾗｶ ﾐｻｷ                 大学（2）9 女子

谷川　　愛            ﾀﾆｶﾜ ｱｲ                 大学（1）10 女子

53063
氏名: カナ: 学校:No.:

仙台大          
性別:

工藤　由樹            ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ                大学（4）1 男子

内田　駿佑            ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              大学（3）2 男子

老久保亮太            ｵｲｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ              大学（3）3 男子

成田　将平            ﾅﾘﾀ ｼｮｳﾍｲ               大学（3）4 男子

大谷健太郎            ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ              大学（2）5 男子

林　　勇汰            ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ                 大学（1）6 男子

53065
氏名: カナ: 学校:No.:

東北学院大      
性別:

加藤　　怜            ｶﾄｳ ｻﾄｼ                 大学（3）1 男子

斎藤　貴幸            ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ               大学（3）2 男子

佐藤　耕一            ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ                大学（3）3 男子

岸野健太郎            ｷｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ               大学（2）4 男子

笹川　泰裕            ｻｻｶﾜ ﾔｽﾋﾛ               大学（2）5 男子

渡部　聖士            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ               大学（2）6 男子

松井　大地            ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ                大学（1）7 男子

小野寺　彩            ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔ                大学（4）8 女子

佐藤　美優            ｻﾄｳ ﾐﾕｳ                 大学（2）9 女子

佐藤麻理奈            ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ                 大学（1）10 女子

佐藤　真鈴            ｻﾄｳ ﾏﾘﾝ                 大学（1）11 女子

53071
氏名: カナ: 学校:No.:

北海道大        
性別:

池崎　佳那            ｲｹｻﾞｷ ｶﾅ                大学（4）1 女子

鈴木　春佳            ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ                大学（3）2 女子

平松　夏子            ﾋﾗﾏﾂ ﾅﾂｺ                大学（2）3 女子

田中真理子            ﾀﾅｶ ﾏﾘｺ                 大学（1）4 女子
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53093
氏名: カナ: 学校:No.:

東北福祉大      
性別:

佐藤　　颯            ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ                 大学（3）1 男子

福嶋　大丞            ﾌｸｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ              大学（3）2 男子

石田　健人            ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ                大学（2）3 男子

魚住　　至            ｳｵｽﾞﾐ ｲﾀﾙ               大学（2）4 男子

江本　　遼            ｴﾓﾄ ﾘｮｳ                 大学（2）5 男子

小池　来希            ｺｲｹ ﾗｲｷ                 大学（2）6 男子

小玉　将太            ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀ               大学（2）7 男子

佐藤　辰哉            ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ                 大学（2）8 男子

伊藤　雅也            ｲﾄｳ ﾏｻﾔ                 大学（1）9 男子

佐々木　和            ｻｻｷ ｲｽﾞﾐ                大学（3）10 女子

木村　友海            ｷﾑﾗ ﾕｳﾐ                 大学（2）11 女子

笹村　実樹            ｻｻﾑﾗ ﾐｷ                 大学（2）12 女子

佐藤　　萌            ｻﾄｳ ﾓｴ                  大学（2）13 女子

原田真里奈            ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘﾅ                大学（1）14 女子

藤原　　萌            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓｴ                大学（1）15 女子

船木　杏奈            ﾌﾅｷ ｱﾝﾅ                 大学（1）16 女子
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