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男子 ※表示されている順序は演技順ではありません。

１ｍ飛板飛込 ３ｍ飛板飛込 高飛込

No 氏名 所属1 所属2 No 氏名 所属1 所属2 No 氏名 所属1 所属2

1 西川　友章 郡山ＤＣ 1 小関　樹 米沢ＤＣ 1 小関　樹 米沢ＤＣ

2 坂田　慈央 取手二高 2 西川　友章 郡山ＤＣ 2 柴　大翔 土浦第一

3 藤田　優 長岡ＤＣ 3 柴　大翔 土浦第一 3 坂田　慈央 取手二高

4 石沢　海斗 長岡ＤＣ 4 坂田　慈央 取手二高 4 村上　和基 東京ＳＣ 三重スポ協

5 荒木　宥図 ＮＳＰ 長岡ＤＣ 5 須山　晴貴 ﾄﾁｽﾎﾟｷｮｳ 5 金子　舜汰 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 早稲田大学

6 坂田　麗鳳 富山国際大付 6 金子　舜汰 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 早稲田大学 6 金戸　快 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 日本大学

7 坂田　力毅 高岡ＳＣ 7 金戸　快 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 日本大学 7 大久保　柊 昭和化学工業 東京SC

8 中　秀太郎 小松DC 8 藤田　優 長岡ＤＣ 8 藤田　優 長岡ＤＣ

9 片岡　龍之介 コンセント 愛み大瑞穂高 9 石沢　海斗 長岡ＤＣ 9 坂田　麗鳳 富山国際大付

10 片岡　三亮 コンセント 10 荒木　宥図 ＮＳＰ 長岡ＤＣ 10 二羽　倖駕 小松大谷高校

11 伊熊　扇李 ＪＳＳ宝塚 11 坂田　麗鳳 富山国際大付 11 杉本　琉音 小松DC

12 伴　俊広 関西 12 坂田　力毅 高岡ＳＣ 12 片岡　龍之介 コンセント 愛み大瑞穂高

13 竹下　颯人 日本体育大学 13 二羽　倖駕 小松大谷高校 13 玉井　陸斗 ＪＳＳ宝塚

14 難波　優太 日本体育大学 14 中　秀太郎 小松DC 14 野口　基勝 ﾌｸﾔﾏﾍｲｾｲ

15 杉本　琉音 小松DC 15 山田　周汰 筑波大学

16 片岡　龍之介 コンセント 愛み大瑞穂高 16 西田　玲雄 近畿大学

３ｍシンクロナイズド 17 片岡　三亮 コンセント 17 吉澤　有馬 福山平成大学

No 氏名 所属1 所属2 18 田邉　誠太郎 三重DC 18 檀野　脩人 福山平成大学

須山　晴貴 ﾄﾁｽﾎﾟｷｮｳ 19 千賀　望紀斗 三重DC

荒木　宥図 ＮＳＰ 長岡ＤＣ 20 伊藤　洸輝 ＪＳＳ宝塚 日本大学 １０ｍシンクロナイズド

寺内　健 ミキハウス 21 伊熊　扇李 ＪＳＳ宝塚 No 氏名 所属1 所属2

坂井　丞 ミキハウス 22 玉井　陸斗 ＪＳＳ宝塚 村上　和基 東京ＳＣ 三重スポ協

藤田　優 長岡ＤＣ 23 後藤　啓佑 松江ＤＣ 大久保　柊 昭和化学工業 東京SC

石沢　海斗 長岡ＤＣ 24 柳浦　駿太朗 松江ＤＣ

坂田　麗鳳 富山国際大付 25 伴　俊広 関西

片岡　龍之介 コンセント 愛み大瑞穂高 26 野口　基勝 ﾌｸﾔﾏﾍｲｾｲ

坂田　力毅 高岡ＳＣ 27 瓶子　礼智 高知ＳＣ

片岡　三亮 コンセント 28 茶木　壱星 大分ＤＣ

吉澤　有馬 福山平成大学 29 竹下　颯人 日本体育大

高見　青葉 福山平成大学 30 難波　優太 日本体育大

31 山田　周汰 筑波大学

32 西田　玲雄 近畿大学 大阪水泳学校

33 吉澤　有馬 福山平成大学

34 檀野　脩人 福山平成大学

35 高見　青葉 福山平成大学
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※エントリーを受け付けましたが、書類等に不備があった場合、こちらから問い合わせを行います。
応じない場合は、エントリーを取り消す場合もございますので、予めご了承ください。



第97回日本選手権エントリー確認表
※エントリーを受け付けましたが、書類等に不備があった場合、こちらから問い合わせを行います。

応じない場合は、エントリーを取り消す場合もございますので、予めご了承ください。

女子 ※表示されている順序は演技順ではありません。

１ｍ飛板飛込 ３ｍ飛板飛込(続き) 高飛込

No 氏名 所属1 所属2 No 氏名 所属1 所属2 No 氏名 所属1 所属2

1 戸田　萌々香 米沢ＤＣ 13 大窪　博佳 東京ＳＣ 昭和女子大学 1 戸田　萌々香 米沢ＤＣ

2 西川　炎歩 日大東北 14 金戸　凜 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 目黒日大高 2 田所　三夏姫 宇都宮南 栃木DC

3 近藤　花菜 群馬DC 前橋国際大 15 高桑　沙希 高岡ＳＣ 3 近藤　花菜 群馬DC 前橋国際大

4 大窪　博佳 東京ＳＣ 昭和女子大学 16 松田　心杏 石川県立工業 いいね金澤 4 熊木　蘭 群馬DC 四ツ葉中等

5 小山　栞奈 浜松商業 17 千葉　真央 浜松学院高 5 乗松　飛羽 群馬DC 健大高崎

6 長谷山　奈優 日女体大 18 青山　由唯加 浜松学院高 6 金戸　凜 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 目黒日大高

7 石塚　菜那帆 慶應義塾大学 19 大石　歩来 浜松市立 7 松田　心杏 石川県立工業 いいね金澤

8 北村　夢 筑波大学 20 小山　栞奈 浜松商業 8 西山　桃子 いいね金澤

9 藤原　ゆりの 立命館大学 21 山口　歩夏 三重DC 三重県稲生高 9 千葉　真央 浜松学院高

22 勝眞　海音 奈良高専 天理DC 10 青山　由唯加 浜松学院高

23 佐々木　音華 米子DC 11 小山　栞奈 浜松商業

３ｍシンクロナイズド 24 森淵　純鈴 福山葦陽 12 伊藤　和奏 京都明徳

No 氏名 所属1 所属2 25 大野　桜佳 香川ＤＣ 13 荒井　祭里 ＪＳＳ宝塚 武庫川女子大

坂田　丹寧 土浦三中 26 山崎　佳蓮 高知ＳＣ 14 佐々木　音華 米子DC

北村　夢 筑波大学 27 山田　瑛奈 高知ＳＣ 15 森淵　純鈴 福山葦陽

佐々木　音華 米子DC 28 柳川　小夏 高知ＳＣ 16 山崎　佳蓮 高知ＳＣ

大内　晴名 佐賀学園高校 29 嶋﨑　菜乃 高知ＳＣ 17 望月　来華 大分ＤＣ 別府翔青高校

30 大内　晴名 佐賀学園高校 18 宮田　衣布紀 日本体育大学

３ｍ飛板飛込 31 望月　来華 大分ＤＣ 別府翔青高校 19 西沢　明歩 日本体育大学

No 氏名 所属1 所属2 32 西沢　明歩 日本体育大学 20 若林　佑希子 日本体育大学

1 戸田　萌々香 米沢ＤＣ 33 若林　佑希子 日本体育大学 21 長澤　明生 日本体育大学

2 恒松　愛菜 日立第一 34 長澤　明生 日本体育大学 22 安田　舞 日本体育大学

3 末次　心温 水戸ＤＳ 35 三上　紗也可 日本体育大学 23 宮本　葉月 近畿大学 高知SC

4 坂田　丹寧 土浦三中 36 安田　舞 日本体育大学 24 森淵　茉莉愛 福山平成大学

5 関野　思衣 宇都宮南 栃木DC 37 長谷山　奈優 日女体大 25 藤原　蒼 福山平成大学

6 田所　三夏姫 宇都宮南 栃木DC 38 北村　夢 筑波大学

7 榎本　遼香 ﾄﾁｽﾎﾟｷｮｳ 39 杉谷　櫻花 金沢星稜大学 １０ｍシンクロナイズド

8 近藤　花菜 群馬DC 前橋国際大 40 宮本　葉月 近畿大学 高知SC No 氏名 所属1 所属2

9 熊木　蘭 群馬DC 四ツ葉中等 41 藤原　ゆりの 立命館大学 板橋　美波 ＪＳＳ宝塚 甲子園大学

10 小板橋　咲良 群馬DC 中央中等 42 森岡　さくら 四国大学 荒井　祭里 ＪＳＳ宝塚 武庫川女子大

11 乗松　飛羽 群馬DC 健大高崎 43 森淵　茉莉愛 福山平成大学

12 安丸　和華 川口市立 川口SC 44 藤原　蒼 福山平成大学
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