
第18回JOCジュニアオリンピック大会参加者名簿0706 女子

選手ID
所属都道
府県

姓 名 所属 参加費 性別

1 15420004 長崎県 原田 朝美 長崎国際大学 7月1日 女
2 15130026 東京都 木暮 花 YMCA保育・体育専門学校 6月18日 女
3 15090003 栃木県 中田 茉那 駒澤大学 6月29日 女
4 15110003 埼玉県 坂井 絢音 東京国際大学 女
5 15240006 岐阜県 小川 那瑠実 岐阜成徳学園大学 7月2日 女
6 15149002 神奈川県 羽鳥 唯 横浜リハビリテーション専門学校 6月18日 女
7 15345018 広島県 山下 真由 広島県立安芸高等学校 女
8 15019007 北海道 小武 芽生 北星学園女子高等学校 6月24日 女
9 15049010 宮城県 田端 真依 女
10 15215304 静岡県 北脇 順子 浜松日体高等学校 6月15日 女
11 15180021 富山県 畑中 茉央 県立氷見高等学校 6月15日 女
12 15305057 和歌山県 右田 菜々子 県立星林高等学校 6月17日 女
13 15145030 神奈川県 土肥 由瑚 県立鶴嶺高等学校 6月30日 女
14 15215321 静岡県 中村 祐香梨 浜松日体高等学校 7月3日 女
15 15179018 長野県 野田 瑞月 松本秀峰中等教育学校 7月2日 女
16 15420006 長崎県 大河内 芹香 県立佐世保東翔高等学校 6月20日 女
17 15160008 新潟県 頭師 彩乃 私立関根学園高等学校 7月1日 女
18 15095119 栃木県 茂呂居 楓 県立栃木女子高等学校 6月26日 女
19 15125001 千葉県 杉原 夏鈴 千葉商科大学付属高等学校 7月2日 女
20 15415037 佐賀県 渡島 奈緒 県立多久高等学校 女
21 15420005 長崎県 木下 茜 県立佐世保東翔高等学校 6月30日 女
22 15235045 三重県 田嶋 あいか 県立津高等学校 6月30日 女
23 15415036 佐賀県 岸川 弓子 県立多久高等学校 女
24 15285028 兵庫県 藤本 明日香 市立科学技術高等学校 6月18日 女
25 15340014 広島県 錦織 美里 県立広島井口高等学校 6月19日 女
26 15215118 静岡県 宇川 未姫 県立富士宮西高等学校 7月3日 女
27 15125082 千葉県 番場 香月 県立松戸馬橋高等学校 6月10日 女
28 15240009 岐阜県 小島 果南 岐阜成徳学園高等学校 7月2日 女
29 15275092 大阪府 藤村 菜緒 府立河南高等学校 7月3日 女
30 15315050 鳥取県 高田 こころ 県立鳥取中央育英高等学校 女
31 15355053 山口県 久保田 怜那 県立新南陽高等学校 7月3日 女
32 15305058 和歌山県 右田 梨香子 県立星林高等学校 6月17日 女
33 15125460 千葉県 清水 夏子 県立千葉東高等学校 6月20日 女
34 15160007 新潟県 青山 千夏 市立高志中等教育学校 6月30日 女
35 15315049 鳥取県 古川 日南子 県立鳥取中央育英高等学校 女
36 15110002 埼玉県 金子 桃華 聖望学園高等学校 7月1日 女
37 15125459 千葉県 菊沢 絢 県立幕張総合高等学校 6月19日 女
38 15270009 大阪府 森脇 ほの佳 昇陽高等学校 6月25日 女
39 15295017 奈良県 宮田 百花 県立西の京高等学校 7月1日 女
40 15270010 大阪府 田中 佳音 市立岸城中学校 5月12日 女
41 15100014 群馬県 藤﨑 七海 市立長野郷中学校 6月22日 女
42 15229006 愛知県 倉 菜々子 市立刈谷南中学校 6月22日 女
43 15270001 大阪府 大塚 優希 関西創価中学校 6月24日 女
44 15270002 大阪府 黒岡 水夢 市立高鷲南中学校 6月30日 女
45 15260012 京都府 田口 晴捺 市立北野中学校 6月16日 女
46 15049009 宮城県 遠山 鮎遊 市立五橋中学校 6月30日 女
47 15180027 富山県 水本 由希 市立城端中学校 6月22日 女
48 15120014 千葉県 西田 朱李 市立花園中学校 6月26日 女
49 15420010 長崎県 安達 晴香 市立郡中学校 7月3日 女
50 15180023 富山県 𠮷岡 優季 市立志貴野中学校 7月2日 女
51 15030002 岩手県 吉田 朱羽 市立北稜中学校 6月25日 女
52 15269001 京都府 清水 陽華莉 府立洛北高等学校附属中学校 7月3日 女
53 15110012 埼玉県 江上 理琴 市立城南中学校 6月16日 女
54 15200003 福井県 宮田 陽菜 市立東陽中学校 6月19日 女
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55 15019005 北海道 佐藤 いぶき 立中の島中学校 6月12日 女
56 15120015 千葉県 風間 慧美 市立福栄中学校 6月10日 女
57 15030001 岩手県 田中 里旺 市立北松園中学校 6月4日 女
58 15229011 愛知県 須澤 葵 市立浄心中学校 7月1日 女
59 15260013 京都府 中山 美依 市立栗陸中学校 女
60 15410008 佐賀県 樋口　　 結花 市立東部中学校 女
61 15110007 埼玉県 曽我　 綾乃 市立幸並中学校 女
62 15190020 石川県 河村 柚香 市立北辰中学校 6月22日 女
63 15240012 岐阜県 小島 果琳 聖望学園中学校 7月2日 女
64 15090001 栃木県 半田 和 市立真岡西中学校 6月11日 女
65 15340016 広島県 岡﨑 遥 市立吉浦中学校 6月16日 女
66 15190021 石川県 山先 詩多 町立河北中学校 6月26日 女
67 15350012 山口県 永見 萌 市立川西中学校 6月16日 女
68 15110019 埼玉県 須見 真絢 市立加治中学校 6月11日 女
69 15019004 北海道 上原子 瞳 市立新川中学校 6月15日 女
70 15209001 福井県 本間 杏理 市立明倫中学校 6月15日 女
71 15030003 岩手県 伊藤 ふたば 市立松園中学校 6月15日 女
72 15120018 千葉県 二宮 凛 市立白井中学校 6月29日 女
73 15410011 佐賀県 渡島　　 夏希 市立中央中学校 女
74 15120017 千葉県 菊沢 紗 市立南流山中学校 6月19日 女
75 15039022 岩手県 吉田 翠羽 市立北稜中学校 6月25日 女
76 15149008 神奈川県 小林 有希 県立平塚中等教育学校 6月25日 女
77 15130033 東京都 平野 夏海 区立喜多見中学校 6月19日 女
78 15130034 東京都 瀧川 萌美 区立赤羽岩淵中学校 7月3日 女
79 15130032 東京都 菊地 咲希 区立砧南中学校 6月29日 女
80 15169001 新潟県 栗田 湖有 市立白根第一中学校 6月22日 女
81 15420011 長崎県 林田 ひよ 市立西大村中学校 6月22日 女
82 15200010 福井県 野村 遥 市立大東中学校 6月23日 女
83 15149015 神奈川県 阿部 桃子 市立有馬中学校 7月1日 女
84 15270004 大阪府 島田 祐生 追手門学院大手前中学校 6月23日 女
85 15069002 山形県 完戸 遥々花 市立南原小学校 6月17日 女
86 15179005 長野県 小沼 紗良 市立大町南小学校 女
87 15139007 東京都 青栁 未愛 市立飛田給小学校 6月23日 女
88 15089002 茨城県 菊池 野音 市立東小学校 6月30日 女
89 15089003 茨城県 森 秋彩 市立松代小学校 女
90 15290001 奈良県 谷井 菜月 市立新沢小学校 6月5日 女
91 15069001 山形県 工藤 花 市立東小学校 6月12日 女
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1 15279002 大阪府 清水 裕登 愛媛県競技力向上対策本部 男
2 15110004 埼玉県 是永 敬一郎 日本体育大学 7月22日 男
3 15120005 千葉県 佐々木 原 千葉商科大学 7月1日 男
4 15269002 京都府 小谷 拓海 京都西山高等学校 6月29日 男
5 15149014 神奈川県 野村 真一郎 神奈川大学 男
6 15120004 千葉県 飯田 譲 神奈川大学 6月30日 男
7 15240001 岐阜県 亀山 凌平 名城大学 6月15日 男
8 15019006 北海道 松浦 凌 北海道科学大学 6月22日 男
9 15269003 京都府 芝原 隆真 朝日レントゲン工業(株) 6月23日 男

10 15355036 山口県 渡邊 浩幸 県立防府高等学校 7月2日 男
11 15110013 埼玉県 波田 悠貴 県立久喜工業高等学校 6月23日 男
12 15110015 埼玉県 中村 元 県立浦和西高等学校 6月19日 男
13 15305059 和歌山県 藤 井 良 太 県立きのくに青雲高等学校 6月17日 男
14 15015001 北海道 岸本 武蔵 道立美唄尚栄高等学校 6月17日 男
15 15225005 愛知県 伊藤 千尋 県立豊川高等学校 6月19日 男
16 15415018 佐賀県 池田 侑生 県立佐賀工業高等学校 男
17 15019001 北海道 高木 智和 道立札幌工業高等学校 7月2日 男
18 15340011 広島県 松﨑 優太 県立福山工業高等学校 6月10日 男
19 15045033 宮城県 伊藤 和真 東北高学校 6月15日 男
20 15315016 鳥取県 安本 海斗 県立中央育英高等学校 男
21 15115019 埼玉県 白石 裕次郎 県立伊奈総合高等学校 6月25日 男
22 15049006 宮城県 藤根 光 国立仙台高等専門学校 7月3日 男
23 15215089 静岡県 佐野 哲平 県立富士宮西高等学校 7月3日 男
24 15085027 茨城県 永山 敬士 県立水戸第一高等学校 6月25日 男
25 15325065 島根県 津田 健太郎 県立松江工業高等学校 6月18日 男
26 15099003 栃木県 梅園 瞬 作新学院高等学校 6月19日 男
27 15265039 京都府 木本 功太 府立洛東高等学校 男
28 15335098 岡山県 本岡 優斗 津山工業高等専門学校 6月22日 男
29 15350005 山口県 豊田 将史 野田学園高等学校 7月1日 男
30 15125232 千葉県 西 紘平 県立幕張総合高等学校 7月2日 男
31 15019002 北海道 武者 知希 道江別高等学校 男
32 15179003 長野県 名取 河 諏訪清陵高等学校 男
33 15270005 大阪府 北江 優弥 市立都島工業高校 6月26日 男
34 15160013 新潟県 猪股 義太郎 県立新潟東高等学校 男
35 15100013 群馬県 小林 亮太 学芸館高等学校 6月9日 男
36 15275033 大阪府 山本 洸 常翔啓光学園高等学校 6月16日 男
37 15085072 茨城県 菊池 大樹 県立太田第二高等学校 6月24日 男
38 15105005 群馬県 上岡 駿太 県立前橋南高等学校 6月26日 男
39 15240007 岐阜県 日比野 良祐 県立大垣北高等学校 5月12日 男
40 15350006 山口県 佐野 有基 県立山口高等学校 7月2日 男
41 15420008 長崎県 安達 隼介 県立大村高等学校 7月3日 男
42 15035089 岩手県 山内 響 県立盛岡南高等学校 6月30日 男
43 15130020 東京都 大髙 伽弥 盈進学園東野高等学校 6月23日 男
44 15325064 島根県 阪井 貴登 県立松江西高等学校 6月18日 男
45 15215110 静岡県 望月 衛 県立富士宮西高等学校 7月3日 男
46 15285044 兵庫県 塀内 秀真 県立夢野台高等学校 6月11日 男
47 15295018 奈良県 岡本 季大 県立奈良北高等学校 6月15日 男
48 15330010 岡山県 西本 烈弥 市立岡山後楽館高等学校 7月2日 男
49 15110001 埼玉県 加藤 悠生 県立川越初雁高等学校 男
50 15285049 兵庫県 白坂 翠 県立夢野台高等学校 7月2日 男
51 15275005 大阪府 原田 海 羽衣学園高等学校 7月1日 男
52 15095173 栃木県 楢﨑 明智 県立白楊高等学校 男
53 15240008 岐阜県 小澤 慧乙 県立大垣工業高等学校 6月16日 男
54 15190014 石川県 畝岡 響 県立金沢商業高等学校 7月3日 男
55 15130018 東京都 盛田 康平 都立杉並総合高等学校 男
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56 15130021 東京都 島田 祐太郎 都立板橋高等学校 7月2日 男
57 15119001 埼玉県 本間 大晴 県立久喜工業高等学校 6月23日 男
58 15035270 岩手県 佐々木 建彰 岩手高等学校 6月19日 男
59 15420009 長崎県 中村 聖 県立小浜高等学校 6月29日 男
60 15460005 鹿児島県 橋本 大輔 県立甲南高等学校 7月1日 男
61 15310002 鳥取県 山中 一輝 県立鳥取西高等学校 男
62 15305056 和歌山県 小林 冬和 市立和歌山高等学校 6月17日 男
63 15315052 鳥取県 河上 紘輝 県立鳥取中央育英高等学校 男
64 15120007 千葉県 野末 遼太 市立前原中学校 7月3日 男
65 15380001 愛媛県 井上 遼 市立高浜中学校 男
66 15219008 静岡県 岩﨑 雅人 浜松日体中学校 男
67 15150009 山梨県 田中 涼 市立田富中学校 6月10日 男
68 15160006 新潟県 田中 修太 県立直江津中等教育学校 6月25日 男
69 15350007 山口県 久野 純 市立菊川中学校 7月1日 男
70 15239001 三重県 田嶋 瑞貴 市立橋南中学校 6月30日 男
71 15149006 神奈川県 天笠 颯太 市立浦島丘中学校 6月25日 男
72 15460001 鹿児島県 川畑 イサム 市立吉田南中学校 7月3日 男
73 15330011 岡山県 西本 波瑠斗 市立興除中学校 7月2日 男
74 15130019 東京都 園田 涼一 市立久留米中学校 5月1日 男
75 15110027 埼玉県 中村 颯人 市立黒浜西中学校 6月26日 男
76 15099002 栃木県 茂呂居 岳人 県立佐野高等学校付属中学校 6月26日 男
77 15120006 千葉県 千葉 悠 市立誉田中学校 6月25日 男
78 15089005 茨城県 今泉 結太 市立牛久南中学校 7月1日 男
79 15320001 島根県 中田 大地 市立松江第三中学校 6月18日 男
80 15030004 岩手県 中嶋 大智 市立花巻中学校 6月22日 男
81 15360001 香川県 國方 風里 市立志度中学校 6月16日 男
82 15179002 長野県 丹羽 優希 村立根羽中学校 7月1日 男
83 15340012 広島県 香川　 丈 市立二葉中学校 6月17日 男
84 15149003 神奈川県 土肥 圭太 県立平塚中等教育学校 6月30日 男
85 15180020 富山県 関 舜亮 市立高陵中学校 6月30日 男
86 15039021 岩手県 石嶋 魁人 市立北松園中学校 6月12日 男
87 15149005 神奈川県 小西 桂 市立早渕中学校 6月19日 男
88 15410007 佐賀県 靏本　　 直生 市立芦刈観瀾校 男
89 15229013 愛知県 神吉 直也 市立逢妻中学校 7月2日 男
90 15130043 東京都 小川 智士 市立狛江第四中学校 6月15日 男
91 15290014 奈良県 高木 茶助 市立二名中学校 7月3日 男
92 15240013 岐阜県 田中 涼太 市立北陵中学校 6月29日 男
93 15259002 滋賀県 高雄 凌央 市立守山北中学校 6月22日 男
94 15380002 愛媛県 高村 佳吾 市立川内中学校 男
95 15180026 富山県 山﨑 泰空 市立城端中学校 6月27日 男
96 15340013 広島県 千原 悠 町立府中緑ヶ丘中学校 6月10日 男
97 15120008 千葉県 大里 拓己 市立新松戸南中学校 6月26日 男
98 15080008 茨城県 石田 諒 市立土浦第二中学校 6月15日 男
99 15200007 福井県 花村 樹 市立至民中学校 6月16日 男

100 15120009 千葉県 高島 悠吾 市立小金北中学校 6月26日 男
101 15279001 大阪府 三根生 慶太 市立第九中学校 7月1日 男
102 15149001 神奈川県 伊藤 寛太朗 市立岡野中学校 6月10日 男
103 15259001 滋賀県 中村 友喜 近江兄弟社中学校 6月29日 男
104 15460010 鹿児島県 川畑 遼 市立吉田南中学校 7月3日 男
105 15130040 東京都 高柳 拓実 独協中学校 7月2日 男
106 15259015 滋賀県 伊勢 一真 市立松原中学校 6月5日 男
107 15400004 福岡県 小島　 鱗太郎 市立荒木中学校 6月23日 男
108 15190016 石川県 坂本 凜藤 市立光野中学校 6月29日 男
109 15049001 宮城県 竹田 創 市立柳生中学校 6月19日 男
110 15110016 埼玉県 鶴 隼斗 市立藤沢中学校 7月1日 男
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第18回JOCジュニアオリンピック大会参加者名簿0706 男子

選手ID
所属都道
府県

姓 名 所属 参加費 性別

111 15380004 愛媛県 大政 涼 市立小野中学校 6月19日 男
112 15290002 奈良県 西田 秀聖 天理中学校 6月9日 男
113 15229014 愛知県 神吉 亮 市立逢妻中学校 7月2日 男
114 15330014 岡山県 森 武蔵 市立東中学校 7月3日 男
115 15229004 愛知県 野中 凜 市立南中学校 6月26日 男
116 15160005 新潟県 渡辺 颯海 市立藤見中学校 6月21日 男
117 15259003 滋賀県 前田 健太郎 市立守山中学校 6月15日 男
118 15320002 島根県 阪井 祐治郎 市立東出雲中学校 6月18日 男
119 15310001 鳥取県 米澤 悠 町立東伯中学校 男
120 15259016 滋賀県 瀬川 寛 市立守山中学校 男
121 15149017 神奈川県 西村 岳 市立池上中学校 6月17日 男
122 15290003 奈良県 抜井 亮瑛 市立旭ヶ丘小学校 6月22日 男
123 15310009 鳥取県 奥谷 陸矩 町立北条小学校 男
124 15099005 栃木県 齋藤 正樹 市立清原中央小学校 6月11日 男
125 15120019 千葉県 安川 潤 市立小倉台小学校 6月29日 男
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