
男子 女子
１ｍ飛板飛込

1 古橋 達弥 ﾌﾙﾊｼ ﾀﾂﾔ 日本体育大 1 榎本 遼香 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙｶ 筑波大

2 荒木 宥図 ｱﾗｷ ﾕｳﾄ 日本体育大 2 宮本 葉月 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 土佐女子高/高知SC

3 伊熊 扇李 ｲｸﾏ ｾﾝﾘ ＪＳＳ宝塚/浜松学院中 3 平田 夕七 ﾋﾗﾀ ﾕﾅ 四国医療専門学校

4 遠藤 拓人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ JOC  EA 4 石塚 菜那帆 ｲｼﾂｶ ﾅﾅﾎ 慶應義塾大

5 竹下 颯人 ﾀｹｼﾀ ﾊﾔﾄ 新居 5 藤原 ゆりの ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘﾉ 立命館大学

6 佐々木 康平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 日本体育大 6 藤原 蒼 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 福山平成大学

7 崎戸 史也 ｻｷﾄ ﾌﾐﾔ 日本体育大 7 金戸 華 ｶﾈﾄ ﾊﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ/日本大学

8 西川 友章 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 清陵情報 8 坂井 莉那 ｻｶｲ ﾘﾅ 福井スポ協

9 長谷川 英治 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 長野DC 9 清水 咲 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 筑波大

10 長谷川 寛人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 長岡ＤＣ 10 永木 夏奈 ﾅｶﾞｷ ｶﾅ 霞ヶ浦

11 大久保 柊 ｵｵｸﾎﾞ ｼｭｳ 筑波大 11 島雄 智佳子 ｼﾏｵ ﾁｶｺ 日本体育大

11名 11名

３ｍ飛板飛込

1 金子 舜汰 ｶﾈｺ ｼｭﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ/青山学院 1 若林 佑希子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 愛工大名電高

2 谷 凌弥 ﾀﾆ ﾘｮｳﾔ 大阪経済大学 2 太村 朱里 ﾀﾑﾗ ｱｶﾘ NSP金沢/いいね金澤

3 古橋 達弥 ﾌﾙﾊｼ ﾀﾂﾔ 日本体育大 3 佐々木 音華 ｻｻｷ ｵﾄﾊ 米子DC

4 冨瀬 信太郎 ﾄﾐｾ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川大 4 村山 聖来 ﾑﾗﾔﾏ ｾｲﾗ 致遠館中

5 吉澤 有馬 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 福山平成大学 5 山崎 佳蓮 ﾔﾏｻｷ ｶﾚﾝ 高知ＳＣ

6 伊藤 洸輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 日本大 6 金戸 凜 ｶﾈﾄ ﾘﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ/日出中

7 西田 玲雄 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ 大阪水泳/桃山学院 7 安田 舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ JOC  EA

8 荒木 宥図 ｱﾗｷ ﾕｳﾄ 日本体育大 8 北村 夢 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 茨城

9 中 秀太郎 ﾅｶ ｼｭｳﾀﾛｳ 小松市立 9 森岡 さくら ﾓﾘｵｶ ｻｸﾗ 生光学園

10 山田 周汰 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾀ 帝京 10 近藤 花菜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 群馬DC

11 中川 虎太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 小松大谷高校 11 宮本 葉月 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 土佐女子高/高知SC

12 野口 基勝 ﾉｸﾞﾁ ﾓﾄｷ 福山平成大学 12 長澤 明生 ﾅｶﾞｻﾜ ﾒｲ 富山国際大付

13 崎戸 史也 ｻｷﾄ ﾌﾐﾔ 日本体育大 13 漆間 陽波乃 ｳﾙﾏ ﾋﾅﾉ 大分ＤＣ

14 金戸 快 ｶﾈﾄ ｶｲ ｾﾝﾄﾗﾙ/日出 14 金戸 華 ｶﾈﾄ ﾊﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ/日本大学

15 岡本 宗 ｵｶﾓﾄ ｼｭｳ 栃木ＤＣ 15 坂井 莉那 ｻｶｲ ﾘﾅ 福井スポ協

16 長谷川 英治 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 長野DC 16 屋田 真寿 ｵｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞｭ 日本大

17 新良貴 優 ｼﾗｷ ｽｸﾞﾙ 福井運動公園 17 榎本 遼香 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙｶ 筑波大

18 千歩 純一 ｾﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ミキハウス 18 三上 紗也可 ﾐｶﾐ ｻﾔｶ 米子DC

19 坂井 丞 ｻｶｲ ｼｮｳ ミキハウス 19 島雄 智佳子 ｼﾏｵ ﾁｶｺ 日本体育大

20 長谷川 寛人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 長岡ＤＣ 20 板橋 美波 ｲﾀﾊｼ ﾐﾅﾐ ＪＳＳ宝塚

21 寺内 健 ﾃﾗｳﾁ ｹﾝ ミキハウス 21 宮上 幸 ﾐﾔｶﾞﾐ ﾐﾕｷ 島根大学

22 西川 友章 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 清陵情報 22 宮田 衣布紀 ﾐﾔﾀ ｲﾌﾞｷ 日本体育大

23 遠藤 拓人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ JOC  EA 23 森淵 茉莉愛 ﾓﾘﾌﾞﾁ ﾏﾘｱ 福山平成大学

24 大久保 柊 ｵｵｸﾎﾞ ｼｭｳ 筑波大 24 藤原 蒼 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 福山平成大学

25 井戸畑 和馬 ｲﾄﾞﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 大阪水泳/常翔学園 25 藤原 ゆりの ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘﾉ 立命館大学

26 江藤 眞透 ｴﾄｳ ﾏﾅﾄ 大分ＤＣ 26 平田 夕七 ﾋﾗﾀ ﾕﾅ 四国医療専門学校

27 山本 馨 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 大分ＤＣ 27 清水 咲 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 筑波大

28 坂田 慈央 ｻｶﾀ ｼﾞｵｳ ジョイフル 27名

29 浅田 光 ｱｻﾀﾞ ﾋｶﾙ 小松市立

30 片岡 龍之介 ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 飛島中/ｺﾝｾﾝﾄ

30名
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※表示されている順序は演技順ではありません。



男子 女子
高飛込

1 西田 玲雄 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ 大阪水泳/桃山学院 1 荒井 祭里 ｱﾗｲ ﾏﾂﾘ ＪＳＳ宝塚

2 伊熊 扇李 ｲｸﾏ ｾﾝﾘ ＪＳＳ宝塚/浜松学院中 2 金戸 凜 ｶﾈﾄ ﾘﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ/日出中

3 山田 周汰 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾀ 帝京 3 熊木 蘭 ｸﾏｷ ﾗﾝ 群馬DC

4 檀野 脩人 ﾀﾞﾝﾉ ｼｭｳﾄ 福山平成大学 4 安田 舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ JOC  EA

5 金子 舜汰 ｶﾈｺ ｼｭﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ/青山学院 5 北田 彩夏 ｷﾀﾀﾞ ｱﾔｶ 小松大谷高校

6 中 秀太郎 ﾅｶ ｼｭｳﾀﾛｳ 小松市立 6 立野 萌 ﾀﾁﾉ ﾓｴ 高知ＳＣ

7 浅田 光 ｱｻﾀﾞ ﾋｶﾙ 小松市立 7 長澤 明生 ﾅｶﾞｻﾜ ﾒｲ 富山国際大付

8 金戸 快 ｶﾈﾄ ｶｲ ｾﾝﾄﾗﾙ/日出 8 若林 佑希子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 愛工大名電高

9 遠藤 拓人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ JOC  EA 9 宮崎 里菜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 小松大谷高校

10 山本 馨 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 大分ＤＣ 10 森淵 茉莉愛 ﾓﾘﾌﾞﾁ ﾏﾘｱ 福山平成大学

11 伊藤 洸輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 日本大 11 太村 朱里 ﾀﾑﾗ ｱｶﾘ NSP金沢/いいね金澤

12 大塚 千誠 ｵｵﾂｶ ﾁｱｷ 静岡ビル保善 12 近藤 花菜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 群馬DC

13 井戸畑 和馬 ｲﾄﾞﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 大阪水泳/常翔学園 13 漆間 陽波乃 ｳﾙﾏ ﾋﾅﾉ 大分ＤＣ

14 萩田 拓馬 ﾊｷﾞﾀ ﾀｸﾏ 静岡ビル保善 14 榎本 遼香 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙｶ 筑波大

15 岡本 宗 ｵｶﾓﾄ ｼｭｳ 栃木ＤＣ 15 岩佐 美理香 ｲﾜｻ ﾐﾘｶ 早稲田大

16 村上 和基 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｷ ＪＳＳ白子 16 藤原 蒼 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 福山平成大学

17 吉澤 有馬 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 福山平成大学 17 藤原 ゆりの ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘﾉ 立命館大学

18 千歩 純一 ｾﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ミキハウス 18 平田 夕七 ﾋﾗﾀ ﾕﾅ 四国医療専門学校

19 新良貴 優 ｼﾗｷ ｽｸﾞﾙ 福井運動公園 19 板橋 美波 ｲﾀﾊｼ ﾐﾅﾐ ＪＳＳ宝塚

20 長谷川 英治 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 長野DC 20 島雄 智佳子 ｼﾏｵ ﾁｶｺ 日本体育大

21 岡島 太一 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ ｾﾝﾄﾗﾙ 20名

22 荒木 宥図 ｱﾗｷ ﾕｳﾄ 日本体育大

23 崎戸 史也 ｻｷﾄ ﾌﾐﾔ 日本体育大

24 大久保 柊 ｵｵｸﾎﾞ ｼｭｳ 筑波大

25 野口 基勝 ﾉｸﾞﾁ ﾓﾄｷ 福山平成大学

26 佐々木 康平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 日本体育大

26名

３ｍシンクロナイズド飛板飛込

寺内 健 ﾃﾗｳﾁ ｹﾝ ミキハウス 坂井 莉那 ｻｶｲ ﾘﾅ 福井スポ協

坂井 丞 ｻｶｲ ｼｮｳ ミキハウス 西沢 明歩 ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲﾎ KDC

長谷川 英治 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 長野DC 榎本 遼香 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙｶ 筑波大

荒木 宥図 ｱﾗｷ ﾕｳﾄ 日本体育大 金戸 華 ｶﾈﾄ ﾊﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ/日本大学

西田 玲雄 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ 大阪水泳/桃山学院 石井 芳歩 ｲｼｲ ｶﾎ フェリス女大

井戸畑 和馬 ｲﾄﾞﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 大阪水泳/常翔学園 石塚 菜那帆 ｲｼﾂｶ ﾅﾅﾎ 慶應義塾大

3チーム 若林 佑希子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 愛工大名電高

中村 日南 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ 名古屋南高

森岡 さくら ﾓﾘｵｶ ｻｸﾗ 生光学園

北村 夢 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 茨城

安田 舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ JOC  EA

金戸 凜 ｶﾈﾄ ﾘﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ/日出中

6チーム

10mシンクロナイズド高飛込

村上 和基 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｷ ＪＳＳ白子 板橋 美波 ｲﾀﾊｼ ﾐﾅﾐ ＪＳＳ宝塚

伊熊 扇李 ｲｸﾏ ｾﾝﾘ ＪＳＳ宝塚/浜松学院中 荒井 祭里 ｱﾗｲ ﾏﾂﾘ ＪＳＳ宝塚

萩田 拓馬 ﾊｷﾞﾀ ﾀｸﾏ 静岡ビル保善 漆間 陽波乃 ｳﾙﾏ ﾋﾅﾉ 大分ＤＣ

久永 将太 ﾋｻﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ/青山学院 長澤 明生 ﾅｶﾞｻﾜ ﾒｲ 富山国際大付

大久保 柊 ｵｵｸﾎﾞ ｼｭｳ 筑波大 安田 舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ JOC  EA

金子 舜汰 ｶﾈｺ ｼｭﾝﾀ ｾﾝﾄﾗﾙ 金戸 凜 ｶﾈﾄ ﾘﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ/日出中

西田 玲雄 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ 大阪水泳/桃山学院 3チーム

井戸畑 和馬 ｲﾄﾞﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 大阪水泳/常翔学園

4チーム

3

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

3

4

1

2

※表示されている順序は演技順ではありません。

※表示されている順序は演技順ではありません。


