
男子3ｍ飛板飛込 男子高飛込

1 日本体育大 坂田 慈央 ｻｶﾀ ｼﾞｵｳ 1 日本体育大 坂田 慈央 ｻｶﾀ ｼﾞｵｳ
2 日本体育大 難波 優太 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 2 日本体育大 難波 優太 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ
3 日本体育大 竹下 颯人 ﾀｹｼﾀ ﾊﾔﾄ 3 日本体育大 竹下 颯人 ﾀｹｼﾀ ﾊﾔﾄ
4 日本体育大 坂田 麗鳳 ｻｶﾀ ﾚｵ 4 日本体育大 坂田 麗鳳 ｻｶﾀ ﾚｵ
5 慶應義塾大 高橋 拓 ﾀｶﾊｼ ﾀｸ 5 筑波大 山田 周汰 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾀ
6 慶應義塾大 朝木 比呂斗 ｱｻｷ ﾋﾛﾄ 6 日本大 金戸 快 ｶﾈﾄ ｶｲ
7 慶應義塾大 山本 雅久 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸ 7 中京大 片岡 龍之介 ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ
8 慶應義塾大 柴田 修吾 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 8 近畿大学 西田 玲雄 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ
9 筑波大 山田 周汰 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾀ   

10 日本大 金戸 快 ｶﾈﾄ ｶｲ   
11 中京大 片岡 龍之介 ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ   
12 長岡技科大 櫻井 優 ｻｸﾗｲ ﾕｳ   
13 近畿大学 西田 玲雄 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ   

   
女子3ｍ飛板飛込  女子高飛込   

1 日本体育大 西沢 明歩 ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲﾎ 1 日本体育大 西沢 明歩 ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲﾎ
2 日本体育大 若林 佑希子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 2 日本体育大 若林 佑希子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ
3 慶應義塾大 入澤 亜実佳 ｲﾘｻﾜ ｱﾐｶ 3 近畿大学 宮本 葉月 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ
4 日本体育大 三上 紗也可 ﾐｶﾐ ｻﾔｶ 4 武庫川女子大 荒井 祭里 ｱﾗｲ ﾏﾂﾘ
5 近畿大学 宮本 葉月 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 5 昭和女子大 大窪 博佳 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｶ
6 慶應義塾大 冨樫 玲佳 ﾄｶﾞｼ ﾚｲｶ 6 前橋国際大 近藤 花菜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ
7 武庫川女子大 荒井 祭里 ｱﾗｲ ﾏﾂﾘ 7 筑波大 北村 夢 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ
8 昭和女子大 大窪 博佳 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｶ 8 日本体育大 安田 舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ
9 国士舘大 畑 梨紗 ﾊﾀ ﾘｻ 9 日女体大 長谷山 奈優 ﾊｾﾔﾏ ﾅﾕ

10 前橋国際大 近藤 花菜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 10 前橋国際大 熊木 蘭 ｸﾏｷ ﾗﾝ
11 四国大学 森岡 さくら ﾓﾘｵｶ ｻｸﾗ 11 日本大 金戸 凜 ｶﾈﾄ ﾘﾝ
12 筑波大 北村 夢 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 12 高知工科大学 山崎 佳蓮 ﾔﾏｻｷ ｶﾚﾝ
13 日本体育大 安田 舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ 13 奈良高専 勝眞 海音 ｶﾂﾏ ﾐｵ
14 日女体大 長谷山 奈優 ﾊｾﾔﾏ ﾅﾕ 14 仙台大 戸田 萌々香 ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ
15 前橋国際大 熊木 蘭 ｸﾏｷ ﾗﾝ
16 日本大 金戸 凜 ｶﾈﾄ ﾘﾝ
17 高知工科大学 山崎 佳蓮 ﾔﾏｻｷ ｶﾚﾝ
18 奈良高専 勝眞 海音 ｶﾂﾏ ﾐｵ
19 仙台大 戸田 萌々香 ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ

※数字は飛順ではありません
問い合わせ先：学生委員会 後藤
mail：fukujugoto32@gmail.com

第98回（2022年度）日本学生選手権水泳競技大会 飛込競技
エントリー確認表

修正等がある場合は、8/8(月)までに問い合わせ先まで連絡ください。
並行して資格審査を行っております。


