
2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込1m 9-11歳男子

開催日 2022/06/26   0:00:00
審判長 河合　研司              審判団大阪プール

1 馬淵　かの子      
制限選択飛回数 回 2 浜田　佐久子      3

3 下山　京子        自由選択飛回数 回3
難易率合計 以内 機械操作 4 河上　孝久        高山　優子5.4

気　温 ℃ 5 西脇　良子        30.5
水　温 ℃ 記録主任 6 湯浅　よしの      木綿　薫26.6
天　候 7 田崎　剛士        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

福田　倖希 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 米子DC 118.401 145.65 264.05
茶木　琉聖 ﾁｬｷ ﾙｲ 大分DC 120.952 140.75 261.70
古戎　徠人 ｺｴﾋﾞｽ ﾗｲﾄ 神辺SPC 116.253 128.00 244.25
浜田　優希 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 高知SC 101.604 121.50 223.10
畑山　健太 ﾊﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ 天理DC 82.655 101.00 183.65
和田　颯仁 ﾜﾀﾞ ﾌｳﾄ 和歌山DC 80.156 73.00 153.15
國澤　樹 ｸﾆｻﾜ ｲﾂｷ 神辺SPC 71.757 77.35 149.10
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込1m 9-11歳女子

開催日 2022/06/26   0:00:00
審判長 河合　研司              審判団大阪プール

1 馬淵　かの子      
制限選択飛回数 回 2 浜田　佐久子      3

3 下山　京子        自由選択飛回数 回3
難易率合計 以内 機械操作 4 河上　孝久        高山　優子5.4

気　温 ℃ 5 西脇　良子        30.5
水　温 ℃ 記録主任 6 湯浅　よしの      木綿　薫26.6
天　候 7 田崎　剛士        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

植田　恵麻 ｳｴﾀ ｴﾏ 香川DC 104.701 129.50 234.20
山本　彩華 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 神辺SPC 94.252 127.30 221.55
三宅　麗 ﾐﾔｹ ｳﾙﾊ 神辺SPC 88.303 115.95 204.25
須田　愛彩 ｽﾀﾞ ｱﾔ JSS宝塚 90.004 107.05 197.05
猪上　珠里 ｲﾉｳｴ ｼｭﾘ 京都ＤＣ 93.105 95.70 188.80
板東　心花 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｺﾉｶ 入田小学校 90.656 86.40 177.05
伴　志織 ﾊﾞﾝ ｼｵﾘ 岡山DC 89.207 81.90 171.10
渡邉　澪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ 神辺SPC棄権
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込1m 12-13歳男子

開催日 2022/06/25   0:00:00
審判長 三浦　房子              審判団大阪プール

1 湯浅　よしの      
制限選択飛回数 回 2 下山　京子        5

3 浜田　佐久子      自由選択飛回数 回3
難易率合計 以内 機械操作 4 西脇　良子        高山　優子9.0

気　温 ℃ 5 瓦井　光子        30.1
水　温 ℃ 記録主任 6 阪井　美円        木綿　薫26.0
天　候 7 田崎　剛士        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

伴　和真 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾏ 岡山DC 158.651 127.50 286.15
今野　介人 ｺﾝﾉ ｶｲﾄ 郡山ＤＣ 145.902 123.75 269.65
和田　悠助 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神辺SPC 156.803 110.75 267.55
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込1m 12-13歳女子

開催日 2022/06/25   0:00:00
審判長 三浦　房子              審判団大阪プール

1 湯浅　よしの      
制限選択飛回数 回 2 下山　京子        5

3 浜田　佐久子      自由選択飛回数 回2
難易率合計 以内 機械操作 4 西脇　良子        高山　優子9.0

気　温 ℃ 5 瓦井　光子        30.1
水　温 ℃ 記録主任 6 阪井　美円        木綿　薫26.0
天　候 7 田崎　剛士        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

赤木　陽音 ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾈ 岡山DC 181.201 102.00 283.20
千葉　優奈 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾅ 郡山ＤＣ 168.002 90.10 258.10
唐渡　友唯 ｶﾗﾄ ﾕｲ 香川DC 165.253 85.80 251.05
藤岡　唯之 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｲﾉ 高知SC 161.104 84.90 246.00
井上　優奈 ｲﾉｳｴ ﾕﾅ 高知SC 159.155 86.10 245.25
高原　歩寧 ﾀｶﾊﾗ ｱﾕﾈ JSS宝塚 163.256 73.00 236.25
山口　真菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 天理DC 148.857 56.70 205.55
笠井　桜羽 ｶｻｲ ｻﾜ 京都市立西賀茂中 129.358 56.00 185.35
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝高飛込 12-13歳女子

開催日 2022/06/26   0:00:00
審判長 三浦　房子              審判団大阪プール

1 瓦井　健二        
制限選択飛回数 回 2 安井　一          副審判長   山﨑　雅夫             4

3 西脇　良子        自由選択飛回数 回2
難易率合計 以内 機械操作 4 瓦井　光子        藤原　ゆりの7.6

気　温 ℃ 5 笠松　眞利子      30.5
水　温 ℃ 記録主任 6 阪井　美円        木綿　薫26.6
天　候 7 段木　雅博        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

赤木　陽音 ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾈ 岡山DC 144.101 105.90 250.00
千葉　優奈 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾅ 郡山ＤＣ 131.752 103.20 234.95
藤岡　唯之 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｲﾉ 高知SC 141.403 86.25 227.65
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込3m 14-15歳男子

開催日 2022/06/26   0:00:00
審判長 中島　勝司              審判団大阪プール

1 瓦井　健二        
制限選択飛回数 回 2 安井　一          5

3 阪井　美円        自由選択飛回数 回4
難易率合計 以内 機械操作 4 笠松　眞利子      瓦井　健二9.5

気　温 ℃ 5 田崎　剛士        30.1
水　温 ℃ 記録主任 6 河合　研司        木綿　薫26.6
天　候 7 瓦井　光子        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

片岡　三亮 ｶﾀｵｶ ｻｽｹ concent 207.201 245.20 452.40
早川　優哉 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 小松ＤＣ 207.852 187.05 394.90
茶木　壱星 ﾁｬｷ ｲｯｾｲ 大分DC 202.303 148.00 350.30
北野　大和 ｷﾀﾉ ﾔﾏﾄ 米子DC 195.804 144.95 340.75
和田　宏太 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 神辺SPC 158.955 147.60 306.55
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込3m 14-15歳女子

開催日 2022/06/26   0:00:00
審判長 中島　勝司              審判団大阪プール

1 瓦井　健二        
制限選択飛回数 回 2 安井　一          5

3 阪井　美円        自由選択飛回数 回3
難易率合計 以内 機械操作 4 笠松　眞利子      藤原　ゆりの9.5

気　温 ℃ 5 田崎　剛士        30.1
水　温 ℃ 記録主任 6 河合　研司        木綿　薫26.6
天　候 7 瓦井　光子        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

村井　颯希 ﾑﾗｲ ｻﾂｷ 小松ＤＣ 189.401 120.65 310.05
渡辺　桃加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 福山TC 187.902 95.55 283.45
濱上　萌香 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾓｶ 和歌山DC 129.153 90.65 219.80
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝高飛込 14-15歳男子

開催日 2022/06/25   0:00:00
審判長 中島　勝司              審判団大阪プール

1 瓦井　健二        
制限選択飛回数 回 2 福井　小夜子      副審判長   山﨑　雅夫             4

3 安井　一          自由選択飛回数 回4
難易率合計 以内 機械操作 4 河上　孝久        高山　優子7.6

気　温 ℃ 5 笠松　眞利子      30.1
水　温 ℃ 記録主任 6 鈴木　義孝        木綿　薫26.0
天　候 7 河合　研司        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

早川　優哉 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 小松ＤＣ 165.201 211.50 376.70
片岡　三亮 ｶﾀｵｶ ｻｽｹ concent 151.202 205.15 356.35
北野　大和 ｷﾀﾉ ﾔﾏﾄ 米子DC 151.253 164.70 315.95
茶木　壱星 ﾁｬｷ ｲｯｾｲ 大分DC 156.554 144.30 300.85
堀　心童 ﾎﾘ ｺﾄﾞｳ 福山TC 101.855 81.35 183.20

   /   - 1/



2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝高飛込 14-15歳女子

開催日 2022/06/25   0:00:00
審判長 中島　勝司              審判団大阪プール

1 瓦井　健二        
制限選択飛回数 回 2 福井　小夜子      副審判長   山﨑　雅夫             4

3 安井　一          自由選択飛回数 回3
難易率合計 以内 機械操作 4 河上　孝久        高山　優子7.6

気　温 ℃ 5 笠松　眞利子      30.1
水　温 ℃ 記録主任 6 鈴木　義孝        木綿　薫26.0
天　候 7 河合　研司        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

村井　颯希 ﾑﾗｲ ｻﾂｷ 小松ＤＣ 145.751 125.60 271.35
渡辺　桃加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 福山TC 125.302 118.50 243.80
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込1m シニア男子

開催日 2022/06/24   0:00:00
審判長 三浦　房子              審判団大阪プール

1 瓦井　健二        
制限選択飛回数 回 2 下山　京子        

3 浜田　佐久子      自由選択飛回数 回6
難易率合計 以内 機械操作 4 内藤　直樹        高山　優子

気　温 ℃ 5 福井　小夜子      30.0
水　温 ℃ 記録主任 6 阪井　美円        山﨑　雅夫27.5
天　候 7 茶木　康寛        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

佐々木　康平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 東京ＳＣ1 307.00 307.00
西川　友章 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 郡山ＤＣ2 290.30 290.30
片岡　龍之介 ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ concent3 262.50 262.50
片岡　三亮 ｶﾀｵｶ ｻｽｹ concent4 248.10 248.10
坂田　力毅 ｻｶﾀ ﾘｷ 高岡ＳＣ5 247.10 247.10
北野　大和 ｷﾀﾉ ﾔﾏﾄ 米子DC6 242.60 242.60
今野　介人 ｺﾝﾉ ｶｲﾄ 郡山ＤＣ7 176.30 176.30
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込1m シニア女子

開催日 2022/06/24   0:00:00
審判長 中島　勝司              審判団大阪プール

1 瓶子勇治郎        
制限選択飛回数 回 2 西脇　良子        

3 瓦井　光子        自由選択飛回数 回5
難易率合計 以内 機械操作 4 毒島　泰士        磯野　桜子

気　温 ℃ 5 下山　京子        30.0
水　温 ℃ 記録主任 6 阪井　美円        山﨑　雅夫27.5
天　候 7 木綿　薫          曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

馬淵　優佳 ﾏﾌﾞﾁ ﾕｶ ミキハウス1 235.50 235.50
森岡　さくら ﾓﾘｵｶ ｻｸﾗ 四国大学2 213.85 213.85
長谷山　奈優 ﾊｾﾔﾏ ﾅﾕ 日本女子体育大学3 209.25 209.25
松田　心杏 ﾏﾂﾀﾞ ｺｱ 石川県立工業高校4 188.25 188.25
田所　三夏姫 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐﾅﾐ 栃木ＤＣ5 188.00 188.00
伊藤　和奏 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 京都明徳高校6 179.50 179.50
猿田　百穂美 ｻﾙﾀ ﾕﾎﾐ 東京ＳＣ7 176.90 176.90
赤木　陽音 ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾈ 岡山DC8 174.45 174.45
関野　思衣 ｾｷﾉ ｼｲ 栃木ＤＣ9 169.40 169.40
千葉　優奈 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾅ 郡山ＤＣ10 160.10 160.10
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込3m シニア男子

開催日 2022/06/24   0:00:00
審判長 山﨑　雅夫              審判団(A) 3Round 審判団(B) 3Round大阪プール

1 馬淵　かの子      1 瓦井　光子        
2 鈴木　義孝        制限選択飛回数 回 2 福井　小夜子      

3 西脇　良子        3 阪井　美円        自由選択飛回数 回6
4 瓦井　健二        難易率合計 以内 機械操作 4 瓦井　健二        高山　優子
5 三浦　房子        気　温 ℃ 5 三浦　房子        30.0
6 笠松　眞利子      水　温 ℃ 記録主任 6 下山　京子        木綿　薫27.5
7 湯浅　よしの      天　候 7 湯浅　よしの      晴れ

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

西田　玲雄 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ 近畿大学1 390.35 390.35
村上　和基 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｷ 東京ＳＣ2 355.00 355.00
二羽　倖駕 ﾆﾜ ｺｳｶﾞ 小松大谷高校3 335.80 335.80
片岡　龍之介 ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ concent4 332.75 332.75
佐々木　康平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 東京ＳＣ5 323.35 323.35
吉澤　有馬 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 福山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ6 316.60 316.60
難波　優太 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾀ 日本体育大学7 315.10 315.10
片岡　三亮 ｶﾀｵｶ ｻｽｹ concent8 311.55 311.55
中　秀太郎 ﾅｶ ｼｭｳﾀﾛｳ 小松ＤＣ9 306.50 306.50
高見　青葉 ﾀｶﾐ ｱｵﾊﾞ 福山平成大学10 298.20 298.20
川村　健斗 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾄ 高知SC11 270.95 270.95
浅田　律 ｱｻﾀﾞ ﾘﾂ 小松大谷高校12 266.45 266.45
瓶子　礼智 ﾍｲｼ ﾗｲﾁ 高知SC13 256.50 256.50
柳浦　駿太朗 ﾔﾅｷﾞｳﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 松江DC14 253.55 253.55
池辺　寛人 ｲｹﾍﾞ ﾋﾛﾄ 別府翔青高校15 248.30 248.30
西川　友章 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 郡山ＤＣ16 244.80 244.80
神田　新 ｶﾝﾀﾞ ｱﾗﾀ 佐賀DC17 241.20 241.20
早川　優哉 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 小松ＤＣ18 237.15 237.15
茶木　壱星 ﾁｬｷ ｲｯｾｲ 大分DC19 226.95 226.95
坂田　力毅 ｻｶﾀ ﾘｷ 高岡ＳＣ20 220.45 220.45
北野　大和 ｷﾀﾉ ﾔﾏﾄ 米子DC21 192.90 192.90
柴田　純平 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高岡ＳＣ22 189.70 189.70
朝木　比呂斗 ｱｻｷ ﾋﾛﾄ 慶應義塾大学23 187.10 187.10
梶原　朝陽 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ 筑紫台高校24 182.10 182.10
後藤　啓佑 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ 松江DC棄権
柴田　修吾 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ 慶應義塾大学棄権
高橋　拓 ﾀｶﾊｼ ﾀｸ 慶應義塾大学棄権
長岡　樹生 ﾅｶﾞｵｶ ｲﾂｷ 慶應義塾大学棄権
山本　雅久 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸ 慶應義塾大学棄権
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝飛板飛込3m シニア女子

開催日 2022/06/25   0:00:00
審判長 山﨑　雅夫              審判団(A) 3Round 審判団(B) 2Round大阪プール

1 瓦井　健二        1 馬淵　かの子      
2 下山　京子        制限選択飛回数 回 2 田崎　剛士        

3 安井　一          3 阪井　美円        自由選択飛回数 回5
4 西脇　良子        難易率合計 以内 機械操作 4 湯浅　よしの      磯野　桜子
5 河合　研司        気　温 ℃ 5 福井　小夜子      30.1
6 笠松　眞利子      水　温 ℃ 記録主任 6 植村　佳員        木綿　薫26.0
7 瓦井　光子        天　候 7 三浦　房子        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

馬淵　優佳 ﾏﾌﾞﾁ ﾕｶ ミキハウス1 267.90 267.90
松田　心杏 ﾏﾂﾀﾞ ｺｱ 石川県立工業高校2 261.45 261.45
山崎　佳蓮 ﾔﾏｻｷ ｶﾚﾝ 高知SC3 253.60 253.60
佐々木　音華 ｻｻｷ ｵﾄﾊ 米子DC4 249.70 249.70
望月　来華 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲｶ 別府翔青高校5 225.50 225.50
大窪　博佳 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｶ 東京ＳＣ6 223.00 223.00
関野　思衣 ｾｷﾉ ｼｲ 栃木ＤＣ7 222.70 222.70
宮本　葉月 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 近畿大学8 222.55 222.55
藤原　ゆりの ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘﾉ 京都ＤＣ9 216.85 216.85
赤木　陽音 ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾈ 岡山DC10 216.65 216.65
長谷山　奈優 ﾊｾﾔﾏ ﾅﾕ 日本女子体育大学11 215.70 215.70
安丸　和華 ﾔｽﾏﾙ ﾉﾄﾞｶ 川口市立高校12 214.95 214.95
青山　由唯加 ｱｵﾔﾏ ﾕｲｶ 浜松学院高校13 208.65 208.65
森淵　茉莉愛 ﾓﾘﾌﾞﾁ ﾏﾘｱ 広島日野自動車14 205.90 205.90
口脇　釉美 ｸﾁﾜｷ ﾕｳﾐ 東海大付属福岡高15 205.00 205.00
嶋﨑　菜乃 ｼﾏｻｷ ﾅﾉ 高知SC16 204.05 204.05
伊藤　和奏 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 京都明徳高校17 199.55 199.55
近澤　杏菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 北陸学院高等学校18 197.00 197.00
戸田　萌々香 ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ 仙台大学19 196.20 196.20
勝眞　海音 ｶﾂﾏ ﾐｵ 奈良工高専20 195.35 195.35
田所　三夏姫 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐﾅﾐ 栃木ＤＣ21 184.05 184.05
栁川　小夏 ﾔﾅｶﾞﾜ ｺﾅﾂ 高知SC22 183.95 183.95
猿田　百穂美 ｻﾙﾀ ﾕﾎﾐ 東京ＳＣ23 175.95 175.95
西川　炎歩 ﾆｼｶﾜ ﾎﾎ 日本大学東北高校24 168.00 168.00
三島　友莉恵 ﾐｼﾏ ﾕﾘｴ 神辺SPC25 167.00 167.00
村井　颯希 ﾑﾗｲ ｻﾂｷ 小松ＤＣ26 164.50 164.50
八ツ本　梨乃 ﾔﾂﾓﾄ ﾘﾉ 天理高等学校27 163.00 163.00
浜坂　萌音 ﾊﾏｻｶ ﾓﾈ 星陵高校28 161.40 161.40
難波　桃香 ﾅﾝﾊﾞ ﾓﾓｶ 清心女子高校29 158.90 158.90
森淵　純鈴 ﾓﾘﾌﾞﾁ ｽﾐﾚ 福山平成大学30 145.60 145.60
上野　華鈴 ｳｴﾉ ｶﾘﾝ 筑陽学園高校31 141.15 141.15
冨樫　玲佳 ﾄｶﾞｼ ﾚｲｶ 慶應義塾大学32 139.85 139.85
入澤　亜実佳 ｲﾘｻﾜ ｱﾐｶ 慶應義塾大学棄権
大内　晴名 ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾅ 佐賀DC棄権
森岡　さくら ﾓﾘｵｶ ｻｸﾗ 四国大学棄権
安田　舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ 日本体育大学棄権
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝高飛込 シニア男子

開催日 2022/06/26   0:00:00
審判長 山﨑　雅夫              審判団大阪プール

1 三浦　房子        
制限選択飛回数 回 2 段木　雅博        副審判長   安井　一               

3 田崎　剛士        自由選択飛回数 回6
難易率合計 以内 機械操作 4 河合　研司        藤原　ゆりの

気　温 ℃ 5 湯浅　よしの      30.1
水　温 ℃ 記録主任 6 下山　京子        木綿　薫26.6
天　候 7 瓦井　健二        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

西田　玲雄 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ 近畿大学1 454.50 454.50
伊藤　洸輝 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ JSS宝塚2 420.95 420.95
二羽　倖駕 ﾆﾜ ｺｳｶﾞ 小松大谷高校3 391.70 391.70
中　秀太郎 ﾅｶ ｼｭｳﾀﾛｳ 小松ＤＣ4 347.40 347.40
片岡　龍之介 ｶﾀｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ concent5 312.90 312.90
瓶子　礼智 ﾍｲｼ ﾗｲﾁ 高知SC6 305.95 305.95
吉澤　有馬 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 福山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ7 303.80 303.80
片岡　三亮 ｶﾀｵｶ ｻｽｹ concent8 279.70 279.70
池辺　寛人 ｲｹﾍﾞ ﾋﾛﾄ 別府翔青高校9 279.65 279.65
浅田　律 ｱｻﾀﾞ ﾘﾂ 小松大谷高校10 272.45 272.45
川村　健斗 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾄ 高知SC11 266.55 266.55
梶原　朝陽 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ 筑紫台高校12 263.85 263.85
神田　新 ｶﾝﾀﾞ ｱﾗﾀ 佐賀DC13 252.95 252.95
高見　青葉 ﾀｶﾐ ｱｵﾊﾞ 福山平成大学14 217.05 217.05
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2022年度関西選手権水泳（飛込）競技大会

順位一覧
決勝高飛込 シニア女子

開催日 2022/06/24   0:00:00
審判長 山﨑　雅夫              審判団(A) 3Round 審判団(B) 2Round大阪プール

1 瓦井　健二        
制限選択飛回数 回 2 西脇　良子        副審判長   阪井　美円             

3 笠松　眞利子      自由選択飛回数 回5
難易率合計 以内 機械操作 4 三浦　房子        磯野　桜子

気　温 ℃ 5 湯浅　よしの      30.0
水　温 ℃ 記録主任 6 福井　小夜子      木綿　薫27.5
天　候 7 瓦井　光子        曇り

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

山崎　佳蓮 ﾔﾏｻｷ ｶﾚﾝ 高知SC1 267.75 267.75
佐々木　音華 ｻｻｷ ｵﾄﾊ 米子DC2 258.80 258.80
森淵　茉莉愛 ﾓﾘﾌﾞﾁ ﾏﾘｱ 広島日野自動車3 239.25 239.25
青山　由唯加 ｱｵﾔﾏ ﾕｲｶ 浜松学院高校4 225.95 225.95
近澤　杏菜 ﾁｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 北陸学院高等学校5 224.30 224.30
松田　心杏 ﾏﾂﾀﾞ ｺｱ 石川県立工業高校6 223.40 223.40
嶋﨑　菜乃 ｼﾏｻｷ ﾅﾉ 高知SC7 222.85 222.85
宮本　葉月 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 近畿大学8 221.80 221.80
口脇　釉美 ｸﾁﾜｷ ﾕｳﾐ 東海大付属福岡高9 219.65 219.65
安丸　和華 ﾔｽﾏﾙ ﾉﾄﾞｶ 川口市立高校10 215.55 215.55
望月　来華 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲｶ 別府翔青高校11 212.75 212.75
田所　三夏姫 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐﾅﾐ 栃木ＤＣ12 211.10 211.10
伊藤　和奏 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 京都明徳高校13 210.75 210.75
藤原　ゆりの ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘﾉ 京都ＤＣ14 204.90 204.90
戸田　萌々香 ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ 仙台大学15 201.90 201.90
浜坂　萌音 ﾊﾏｻｶ ﾓﾈ 星陵高校16 193.90 193.90
西川　炎歩 ﾆｼｶﾜ ﾎﾎ 日本大学東北高校17 189.70 189.70
八ツ本　梨乃 ﾔﾂﾓﾄ ﾘﾉ 天理高等学校18 188.90 188.90
勝眞　海音 ｶﾂﾏ ﾐｵ 奈良工高専19 186.75 186.75
赤木　陽音 ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾈ 岡山DC20 182.15 182.15
森淵　純鈴 ﾓﾘﾌﾞﾁ ｽﾐﾚ 福山平成大学21 180.85 180.85
千葉　優奈 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾅ 郡山ＤＣ22 179.75 179.75
大窪　博佳 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｶ 東京ＳＣ23 178.80 178.80
村井　颯希 ﾑﾗｲ ｻﾂｷ 小松ＤＣ24 165.35 165.35
栁川　小夏 ﾔﾅｶﾞﾜ ｺﾅﾂ 高知SC25 163.10 163.10
上野　華鈴 ｳｴﾉ ｶﾘﾝ 筑陽学園高校26 159.90 159.90
安田　舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ 日本体育大学棄権
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