
1 長野DC 花崎 聖希 ﾊﾅｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ 1 郡山ＤＣ 今野 介人 ｺﾝﾉ ｶｲﾄ 1 東京ＳＣ 猿田 煌大 ｻﾙﾀ ｺｳﾀﾞｲ 1 米沢ＤＣ 小関 樹 ｺｾｷ ｲﾂｷ

2 小松DC 中山 一颯 ﾅｶﾔﾏ ｲﾂﾊ 2 長岡ＤＣ 石沢 千聖斗 ｲｼｻﾞﾜ ﾁｻﾄ 2 長岡ＤＣ 石沢 遥斗 ｲｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 2 ザベリオ 山本 瑛士 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼ

3 小松DC 早川 真優 ﾊﾔｶﾜ ﾏﾋﾛ 3 長岡ＤＣ 櫻井 響樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 3 富山国際大付 柴田 純平 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 3 長岡ＤＣ 藤田 優 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ

4 ＪＳＳ宝塚 南澤 健太 ﾐﾅﾐｻﾜ ｹﾝﾀ 4 いいね金澤 酒井 励 ｻｶｲ ﾚｲ 4 高岡ＳＣ 坂田 力毅 ｻｶﾀ ﾘｷ 4 小松大谷高校 浅田 律 ｱｻﾀﾞ ﾘﾂ

5 天理DC 畑山 健太 ﾊﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ 5 天理中 中村 領太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 5 小松DC 早川 優哉 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 5 小松大谷高校 二羽 倖駕 ﾆﾜ ｺｳｶﾞ

6 米子DC 福田 倖希 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 6 松江ＤＣ 田中 愛琉 ﾀﾅｶ ｱｲﾙ 6 名古屋DC 鬼頭 凪地 ｷﾄｳ ﾅﾁ 6 富士市立 内藤 栄将 ﾅｲﾄｳ ｴｲﾄ

7 松江ＤＣ 楫 龍之介 ｶｼﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 7 岡山DC 伴 和真 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾏ 7 東邦高 髙瀬 友希 ﾀｶｾ ﾄﾓｷ 7 三重DC 千賀 望紀斗 ｾﾝｶﾞ ﾐｷﾄ

8 神辺ＳＰＣ 古戎 徠人 ｺｴﾋﾞｽ ﾗｲﾄ 8 神辺ＳＰＣ 和田 悠助 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 8 コンセント 片岡 三亮 ｶﾀｵｶ ｻｽｹ 8 ＪＳＳ宝塚 伊熊 扇李 ｲｸﾏ ｾﾝﾘ

9 神辺ＳＰＣ 國澤 樹 ｸﾆｻﾜ ｲﾂｷ 9 佐賀ＤＣ 北村 応吏 ｷﾀﾑﾗ ｵｳﾘ 9 三重DC 春日 瑛士 ｶｽｶﾞ ｴｲｼﾞ 9 佐賀ＤＣ 村岡 尚哉 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾔ

10 高知ＳＣ 浜田 悠希 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 10 三重DC 田中 優稀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 10 大分DC/別府翔青高校 池辺 寛人 ｲｹﾍﾞ ﾋﾛﾄ

11 高知ＳＣ 浜田 晃希 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 11 京都DC 後藤 大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 11 鹿児島DC/鹿児島情報高 池島 鳴海 ｲｹｼﾞﾏ ﾅﾙﾐ

12 大分ＤＣ 茶木 琉聖 ﾁｬｷ ﾙｲ 12 米子DC 北野 大和 ｷﾀﾉ ﾔﾏﾄ

13 松江ＤＣ 青木 波琉 ｱｵｷ ﾊﾙ

14 神辺ＳＰＣ 和田 宏太 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 1 米沢ＤＣ 小関 樹 ｺｾｷ ｲﾂｷ

1 郡山ＤＣ 今野 介人 ｺﾝﾉ ｶｲﾄ 15 高知ＳＣ 瓶子 礼智 ﾍｲｼ ﾗｲﾁ 2 長岡ＤＣ 藤田 優 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ

2 長野DC 佐藤 海志 ｻﾄｳ ｶｲｼ 16 佐賀ＤＣ 神田 新 ｶﾝﾀﾞ ｱﾗﾀ 3 小松大谷高校 浅田 律 ｱｻﾀﾞ ﾘﾂ

3 長岡ＤＣ 石沢 千聖斗 ｲｼｻﾞﾜ ﾁｻﾄ 17 佐賀ＤＣ 若林 皇希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 4 小松大谷高校 二羽 倖駕 ﾆﾜ ｺｳｶﾞ

4 長岡ＤＣ 櫻井 響樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾋﾞｷ 18 大分ＤＣ 茶木 壱星 ﾁｬｷ ｲｯｾｲ 5 富士市立 内藤 栄将 ﾅｲﾄｳ ｴｲﾄ

5 いいね金澤 酒井 励 ｻｶｲ ﾚｲ 19 鹿児島DC 久保 彪 ｸﾎﾞ ﾀｹﾙ 6 JSS宝塚/須磨学園高校 玉井 陸斗 ﾀﾏｲ ﾘｸﾄ

6 ﾄﾋﾞｳｵJrDC 石原 汐恩 ｲｼﾊﾗ ｼｵﾝ 7 高知ＳＣ 川村 健斗 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾄ

7 天理中 中村 領太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 8 筑紫台 梶原 朝陽 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ

8 岡山DC 伴 和真 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾏ 9 大分DC/別府翔青高校 池辺 寛人 ｲｹﾍﾞ ﾋﾛﾄ

9 神辺ＳＰＣ 和田 悠助 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 1 会津DC 大島 幹央 ｵｵｼﾏ ﾐｷﾋｻ 10 鹿児島DC/鹿児島情報高 池島 鳴海 ｲｹｼﾞﾏ ﾅﾙﾐ

10 佐賀ＤＣ 北村 応吏 ｷﾀﾑﾗ ｵｳﾘ 2 栃木DC 古谷 英成 ﾌﾙﾔ ﾋﾃﾞﾅﾘ

3 東京ＳＣ 猿田 煌大 ｻﾙﾀ ｺｳﾀﾞｲ

4 長岡ＤＣ 石沢 遥斗 ｲｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

5 富山国際大付 柴田 純平 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

6 高岡ＳＣ 坂田 力毅 ｻｶﾀ ﾘｷ

高岡SC 坂田 力毅 ｻｶﾀ ﾘｷ 7 小松DC 早川 優哉 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾔ

コンセント 片岡 三亮 ｶﾀｵｶ ｻｽｹ 8 東邦高 髙瀬 友希 ﾀｶｾ ﾄﾓｷ

高知SC 川村 健斗 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾄ 9 コンセント 片岡 三亮 ｶﾀｵｶ ｻｽｹ

高知SC 瓶子 礼智 ﾍｲｼ ﾗｲﾁ 10 三重DC 春日 瑛士 ｶｽｶﾞ ｴｲｼﾞ

11 三重DC 田中 優稀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

12 米子DC 北野 大和 ｷﾀﾉ ﾔﾏﾄ

13 松江ＤＣ 青木 波琉 ｱｵｷ ﾊﾙ

14 神辺ＳＰＣ 和田 宏太 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ

15 高知ＳＣ 瓶子 礼智 ﾍｲｼ ﾗｲﾁ

16 佐賀ＤＣ 神田 新 ｶﾝﾀﾞ ｱﾗﾀ

17 佐賀ＤＣ 若林 皇希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ

18 大分ＤＣ 茶木 壱星 ﾁｬｷ ｲｯｾｲ

19 鹿児島DC 久保 彪 ｸﾎﾞ ﾀｹﾙ

※数字は飛順ではありません

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（男子）

シンクロナイズド3ｍ

1

2

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

12-13歳　高飛込

14-15歳　高飛込

16-18歳　高飛込


