
1 群馬DC 伊藤 陽真向 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 1 米沢ＤＣ 宍戸 彩愛 ｼｼﾄﾞ ｻﾔ 1 米沢ＤＣ 宍戸 弓月 ｼｼﾄﾞ ﾕﾂﾞｷ 1 日大東北 西川 炎歩 ﾆｼｶﾜ ﾎﾎ

2 群馬DC 長岡 柚 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｽﾞ 2 米沢ＤＣ 杉本 絢菜 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾅ 2 群馬DC 長岡 凜 ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝ 2 常総学院 坂田 丹寧 ｻｶﾀ ｱｶﾈ

3 東京ＳＣ 佐武 弥広 ｻﾀｹ ﾔﾋﾛ 3 郡山ＤＣ 千葉 優奈 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾅ 3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 鈴木 静玖 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｸ 3 栃木DC/宇都宮南 関野 思衣 ｾｷﾉ ｼｲ

4 東京ＳＣ 小林 エレナ ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾚﾅ 4 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 山田 比歩未 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾌﾐ 4 高岡ＳＣ 高桑 沙希 ﾀｶｸﾜ ｻｷ 4 群馬DC 小板橋 咲良 ｺｲﾀﾊﾞｼ ｻﾗ

5 長岡ＤＣ 木間 晴 ｺﾉﾏ ﾊﾙ 5 KDC 八木 星輝 ﾔｷﾞ ｾｲﾗ 5 北陸学院/いいね金澤 近澤 杏菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 5 群馬DC 乗松 飛羽 ﾉﾘﾏﾂ ﾄﾜ

6 長岡ＤＣ 黒崎 歩 ｸﾛｻｷ ｱﾕﾐ 6 KDC 山田 純令 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ 6 小松DC 村井 颯希 ﾑﾗｲ ｻﾂｷ 6 東京ＳＣ/川口市立高校 安丸 和華 ﾔｽﾏﾙ ﾉﾄﾞｶ

7 高岡ＳＣ 坪田 紗良 ﾂﾎﾞﾀ ｻﾗ 7 長岡ＤＣ 加藤 梨央奈 ｶﾄｳ ﾘｵﾅ 7 三重DC 伊坂 奏音 ｲｻｶ ｶﾅﾃﾞ 7 長岡ＤＣ 平澤 杏里彩 ﾋﾗｻﾜ ｱﾘｻ

8 名古屋DC 髙瀬 恵実 ﾀｶｾ ﾒｸﾞﾐ 8 長岡ＤＣ 椿 亜依子 ﾂﾊﾞｷ ｱｲｺ 8 松江ＤＣ 仲西 紗穂 ﾅｶﾆｼ ｻﾎ 8 星稜/いいね金澤 浜坂 萌音 ﾊﾏｻｶ ﾓﾈ

9 三重DC 倉島 寿芽 ｸﾗｼﾏ ｺﾄﾒ 9 小松DC 末浪 凜 ｽｴﾅﾐ ﾘﾝ 9 福山Ｔ．Ｃ 渡辺 桃加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 9 石川県立工業/いいね金澤 松田 心杏 ﾏﾂﾀﾞ ｺｱ

10 三重DC 河北 聖愛 ｶﾜｷﾀ ｾﾅ 10 小松DC 末浪 遥 ｽｴﾅﾐ ﾊﾙｶ 10 福岡ＤＣ 山内 若菜 ﾔﾏｳﾁ ﾜｶﾅ 10 浜松学院高 青山 由唯加 ｱｵﾔﾏ ﾕｲｶ

11 京都DC 猪上 珠里 ｲﾉｳｴ ｼｭﾘ 11 三重DC 伊藤 妃菜多 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 11 三重DC/稲生高校 山口 歩夏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾂ

12 ＪＳＳ宝塚 野中 芽衣 ﾉﾅｶ ﾒｲ 12 ＪＳＳ宝塚 髙原 歩寧 ﾀｶﾊﾗ ｱﾕﾈ 12 京都明徳 伊藤 和奏 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ

13 ＪＳＳ宝塚 須田 愛彩 ｽﾀﾞ ｱﾔ 13 天理DC 山口 真菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 13 大阪水泳学校/関大一高 黒川 菜々実 ｸﾛｶﾜ ﾅﾅﾐ

14 岡山DC 伴 志織 ﾊﾞﾝ ｼｵﾘ 14 松江ＤＣ 永江 楓子 ﾅｶﾞｴ ﾌｳｺ 1 郡山ＤＣ 千葉 彩加 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 14 天理高校 八ツ本 梨乃 ﾔﾂﾓﾄ ﾘﾉ

15 神辺ＳＰＣ 三宅 麗 ﾐﾔｹ ｳﾙﾊ 15 岡山DC 赤木 陽音 ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾈ 2 群馬DC 長岡 凜 ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝ 15 米子DC 佐々木 音華 ｻｻｷ ｵﾄﾊ

16 神辺ＳＰＣ 山本 彩華 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 16 香川ＤＣ 唐渡 友唯 ｶﾗﾄ ﾕｲ 3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 鈴木 静玖 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｸ 16 清心女子 難波 桃香 ﾅﾝﾊﾞ ﾓﾓｶ

17 神辺ＳＰＣ 渡邉 澪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ 17 高知ＳＣ 井上 優奈 ｲﾉｳｴ ﾕﾅ 4 北陸学院/いいね金澤 近澤 杏菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 17 神辺ＳＰＣ 三島 友莉恵 ﾐｼﾏ ﾕﾘｴ

18 香川ＤＣ 植田 恵麻 ｳｴﾀ ｴﾏ 18 高知ＳＣ 藤岡 唯之 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｲﾉ 5 小松DC 村井 颯希 ﾑﾗｲ ｻﾂｷ 18 高知ＳＣ 嶋﨑 菜乃 ｼﾏｻｷ ﾅﾉ

19 入田小 坂東 心花 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺﾉｶ 19 佐賀ＤＣ 中嶌 梛釉 ﾅｶｼﾏ ﾅﾕ 6 三重DC 伊坂 奏音 ｲｻｶ ｶﾅﾃﾞ 19 光陵 本松 あかり ﾓﾄﾏﾂ ｱｶﾘ

20 高知ＳＣ 佃 帆奈子 ﾂｸﾀﾞ ﾎﾅｺ 20 佐賀ＤＣ 佐々木 優 ｻｻｷ ﾕｳ 7 松江ＤＣ 仲西 紗穂 ﾅｶﾆｼ ｻﾎ 20 東海福岡 口脇 釉美 ｸﾁﾜｷ ﾕｳﾐ

21 高知ＳＣ 田邉 凜心 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ 8 福山Ｔ．Ｃ 渡辺 桃加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 21 大分DC/別府翔青高校 望月 来華 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲｶ

9 福岡ＤＣ 山内 若菜 ﾔﾏｳﾁ ﾜｶﾅ 22 沖縄DC 津覇 すみれ ﾂﾊ ｽﾐﾚ

1 米沢ＤＣ 杉本 絢菜 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾅ 1 日大東北 西川 炎歩 ﾆｼｶﾜ ﾎﾎ

2 郡山ＤＣ 本田 紗那 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾅ 2 常総学院 坂田 丹寧 ｻｶﾀ ｱｶﾈ

3 郡山ＤＣ 千葉 優奈 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾅ 3 栃木DC/宇都宮南 関野 思衣 ｾｷﾉ ｼｲ

4 群馬DC 吉田 伊織 ﾖｼﾀﾞ ｲｵﾘ 4 栃木DC/宇都宮南 田所 三夏姫 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐﾅﾐ

京都明徳高校 伊藤 和奏 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 5 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 山田 比歩未 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾌﾐ 5 群馬DC 乗松 飛羽 ﾉﾘﾏﾂ ﾄﾜ

大阪水泳学校/関大一高 黒川 菜々実 ｸﾛｶﾜ ﾅﾅﾐ 6 KDC 八木 星輝 ﾔｷﾞ ｾｲﾗ 6 東京ＳＣ 安丸 和華 ﾔｽﾏﾙ ﾉﾄﾞｶ

高知SC 藤岡 唯之 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｲﾉ 7 長岡ＤＣ 加藤 梨央奈 ｶﾄｳ ﾘｵﾅ 7 長岡ＤＣ 平澤 杏里彩 ﾋﾗｻﾜ ｱﾘｻ

高知SC 井上 優奈 ｲﾉｳｴ ﾕﾅ 8 長岡ＤＣ 若木 梨花子 ﾜｶｷ ﾘｶｺ 8 星稜/いいね金澤 浜坂 萌音 ﾊﾏｻｶ ﾓﾈ

9 長岡ＤＣ 椿 亜依子 ﾂﾊﾞｷ ｱｲｺ 9 石川県立工業/いいね金澤 松田 心杏 ﾏﾂﾀﾞ ｺｱ

10 小松DC 末浪 凜 ｽｴﾅﾐ ﾘﾝ 10 浜松学院高 青山 由唯加 ｱｵﾔﾏ ﾕｲｶ

11 岡山DC 赤木 陽音 ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾈ 11 京都明徳 伊藤 和奏 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ

12 高知ＳＣ 井上 優奈 ｲﾉｳｴ ﾕﾅ 12 天理高校 八ツ本 梨乃 ﾔﾂﾓﾄ ﾘﾉ

13 高知ＳＣ 藤岡 唯之 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｲﾉ 13 米子DC 佐々木 音華 ｻｻｷ ｵﾄﾊ

14 佐賀ＤＣ 中嶌 梛釉 ﾅｶｼﾏ ﾅﾕ 14 神辺ＳＰＣ 三島 友莉恵 ﾐｼﾏ ﾕﾘｴ

15 佐賀ＤＣ 佐々木 優 ｻｻｷ ﾕｳ 15 高知ＳＣ 嶋﨑 菜乃 ｼﾏｻｷ ﾅﾉ

16 東海福岡 口脇 釉美 ｸﾁﾜｷ ﾕｳﾐ

17 大分ＤＣ 望月 来華 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲｶ

シンクロナイズド３ｍ

1

2 ※数字は飛順ではありません

12-13歳　高飛込

14-15歳　高飛込

16-18歳　高飛込

第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ　夏季大会　エントリー確認表（女子）

9-11歳　1ｍ飛板飛込 12-13歳　1ｍ飛板飛込 14-15歳　3ｍ飛板飛込 16-18歳　3ｍ飛板飛込


