
選手名 所属 資格 選手名 所属 資格

1 56 豊田 望 大泉スワロー体育クラブ 1 39 大口 真奈 大泉スワロー体育クラブ ※

2 59 矢田部 清花 戸田市スポーツセンター 2 31 新田 いずみ 中京ｼﾞﾑﾅｽﾃｨｯｸクラブ ※

3 32 杉原 愛子 朝日生命 3 48 内山 由綺 早稲田大学/スマイル体操

4 58 本田 美波 武庫川女子大学 4 7 花島 なつみ フジスポーツ/東京学館

5 51 塙 颯香 フジスポーツクラブ ※ 5 40 竹澤 薫子 水鳥体操館 ※

6 50 畠田 瞳 セントラル目黒/日体大荏原 6 21 笹田 夏実 日本体育大学

7 48 内山 由綺 早稲田大学/スマイル体操 7 13 熊井 麻理 さいたまJr体操クラブ

8 5 加藤 華 埼玉栄高等学校 8 32 杉原 愛子 朝日生命

9 44 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター 9 53 文堂 日南子 ならわ体操クラブ ※

10 24 寺本 明日香 レジックスポーツ/中京大学 10 18 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室 ※

11 49 畠田 千愛 セントラル目黒 ※ 11 4 遠藤 結菜 深川VIP体操クラブ

12 28 小池 亜優 戸田市スポーツセンター 12 15 古山 葵 レジックスポーツ

13 8 梶田 凪 山梨ジュニア体操クラブ 13 45 田王 美結 山梨ジュニア体操クラブ

14 39 大口 真奈 大泉スワロー体育クラブ ※ 14 29 小畠 彩夏 東京女子体育大学

15 62 桒嶋 姫子 戸田市スポーツセンター 15 35 青木 梨奈 フジスポーツ/東京学館 ※

16 25 柴田 莉歩 福井県体育協会 16 24 寺本 明日香 レジックスポーツ/中京大学

17 21 笹田 夏実 日本体育大学 17 30 松村 朱里 ジム・ネット体操教室

18 1 芦川 うらら 水鳥体操館 ※ 18 43 中村 有美香 日本体育大学

19 19 坂谷 りんね 戸田市スポーツセンター ※ 19 33 杉田 しずか 日本女子体育大学

20 7 花島 なつみ フジスポーツ/東京学館 20 38 村上 茉愛 日本体育大学

21 55 平岩 優奈 武庫川女子大学 21 34 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ

22 31 新田 いずみ 中京ｼﾞﾑﾅｽﾃｨｯｸクラブ ※ 22 8 梶田 凪 山梨ジュニア体操クラブ

23 4 遠藤 結菜 深川VIP体操クラブ 23 49 畠田 千愛 セントラル目黒 ※

24 15 古山 葵 レジックスポーツ 24 2 臼田 梨夏 聖望学園体操クラブ

25 47 湯元 ゆりか ならわ体操クラブ/武豊高校

26 44 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター

27 60 林 和花 国士舘大学

28 11 橋本 百音 レジックスポーツ ※

29 61 國府方 杏月 ジム・ネット体操教室 ※

30 10 宮川 紗江 セインツ体操クラブ
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第７１回全日本体操種目別選手権

種目別予選班編成（女子・後半）
資格の※は年齢により日本代表とならない選手
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