
【会場】　高崎アリーナ

【期間】　平成30年11月24日～25日 Print Time: 2018/11/23  18:37

1班 ローテーション1

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

    2 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室    17 山本 利々奈 ならわ体操クラブ

    9 鈴木 栞奈 ZERO体操クラブ    21 西本 朱里 日本大学

    5 國府方 杏月 ジム・ネット体操教室    13 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ

    7 佐藤 涼香 ZERO体操クラブ    24 高橋 飛鳥 日本大学

    1 松村 朱里 ジム・ネット体操教室    14 榊原 子侑菜 ならわ体操クラブ

    8 森 蒼佳 ZERO体操クラブ    19 渡邊 琴美 日本大学

    3 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室    15 文堂 日南子 ならわ体操クラブ

    4 桐原 楓乃 ジム・ネット体操教室    16 近藤 環 ならわ体操クラブ

    6 山田 陽葵 ジム・ネット体操教室    18 阿部 花音 ならわ体操クラブ

   10 田谷 琴美 ZERO体操クラブ    20 鮫島 優季 日本大学

   11 鈴木 音々 ZERO体操クラブ    22 佐々木 江里華 日本大学

   12 長岡 桜子 ZERO体操クラブ    23 永田 朝子 日本大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   26 木藤 美莉 日本女子体育大学    41 赤穂 羽奈 鯖江体操スクール

   35 笠原 有彩 レジックスポーツ    47 橋本 愛彩 東京女子体育大学

   28 杉田 しずか 日本女子体育大学    38 夏目 侑香 鯖江体操スクール

   33 森川 純凪 レジックスポーツ    45 公文 美友 東京女子体育大学

   25 四方 奈々依 日本女子体育大学    39 臼井 美風優 鯖江体操スクール

   31 古山 葵 レジックスポーツ    44 小林 花帆 東京女子体育大学

   27 沼田 冴 日本女子体育大学    37 柴田 莉歩 鯖江体操スクール

   29 藤倉 光里 日本女子体育大学    40 加藤 梨優 鯖江体操スクール

   30 臼田 梨夏 日本女子体育大学    42 佐々木 唯 鯖江体操スクール

   32 佐々木 愛華 レジックスポーツ    43 城内 香乃 東京女子体育大学

   34 槇林 凜 レジックスポーツ    48 山家 華音 東京女子体育大学

   36 牛奥 小羽 レジックスポーツ

第72回全日本体操団体選手権

女子  決勝  スタートリスト
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1班 ローテーション2

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   45 公文 美友 東京女子体育大学    10 田谷 琴美 ZERO体操クラブ

   41 赤穂 羽奈 鯖江体操スクール     2 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室

   43 城内 香乃 東京女子体育大学     7 佐藤 涼香 ZERO体操クラブ

   40 加藤 梨優 鯖江体操スクール     5 國府方 杏月 ジム・ネット体操教室

   44 小林 花帆 東京女子体育大学     8 森 蒼佳 ZERO体操クラブ

   39 臼井 美風優 鯖江体操スクール     1 松村 朱里 ジム・ネット体操教室

   47 橋本 愛彩 東京女子体育大学     9 鈴木 栞奈 ZERO体操クラブ

   48 山家 華音 東京女子体育大学    11 鈴木 音々 ZERO体操クラブ

   37 柴田 莉歩 鯖江体操スクール    12 長岡 桜子 ZERO体操クラブ

   38 夏目 侑香 鯖江体操スクール     3 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室

   42 佐々木 唯 鯖江体操スクール     4 桐原 楓乃 ジム・ネット体操教室

    6 山田 陽葵 ジム・ネット体操教室

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   22 佐々木 江里華 日本大学    34 槇林 凜 レジックスポーツ

   15 文堂 日南子 ならわ体操クラブ    26 木藤 美莉 日本女子体育大学

   24 高橋 飛鳥 日本大学    33 森川 純凪 レジックスポーツ

   18 阿部 花音 ならわ体操クラブ    28 杉田 しずか 日本女子体育大学

   19 渡邊 琴美 日本大学    31 古山 葵 レジックスポーツ

   14 榊原 子侑菜 ならわ体操クラブ    27 沼田 冴 日本女子体育大学

   20 鮫島 優季 日本大学    32 佐々木 愛華 レジックスポーツ

   21 西本 朱里 日本大学    35 笠原 有彩 レジックスポーツ

   23 永田 朝子 日本大学    36 牛奥 小羽 レジックスポーツ

   13 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ    25 四方 奈々依 日本女子体育大学

   16 近藤 環 ならわ体操クラブ    29 藤倉 光里 日本女子体育大学

   17 山本 利々奈 ならわ体操クラブ    30 臼田 梨夏 日本女子体育大学
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1班 ローテーション3

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   30 臼田 梨夏 日本女子体育大学    38 夏目 侑香 鯖江体操スクール

   31 古山 葵 レジックスポーツ    48 山家 華音 東京女子体育大学

   28 杉田 しずか 日本女子体育大学    39 臼井 美風優 鯖江体操スクール

   32 佐々木 愛華 レジックスポーツ    43 城内 香乃 東京女子体育大学

   26 木藤 美莉 日本女子体育大学    42 佐々木 唯 鯖江体操スクール

   36 牛奥 小羽 レジックスポーツ    47 橋本 愛彩 東京女子体育大学

   25 四方 奈々依 日本女子体育大学    37 柴田 莉歩 鯖江体操スクール

   27 沼田 冴 日本女子体育大学    40 加藤 梨優 鯖江体操スクール

   29 藤倉 光里 日本女子体育大学    41 赤穂 羽奈 鯖江体操スクール

   33 森川 純凪 レジックスポーツ    44 小林 花帆 東京女子体育大学

   34 槇林 凜 レジックスポーツ    45 公文 美友 東京女子体育大学

   35 笠原 有彩 レジックスポーツ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

    5 國府方 杏月 ジム・ネット体操教室    16 近藤 環 ならわ体操クラブ

    7 佐藤 涼香 ZERO体操クラブ    23 永田 朝子 日本大学

    2 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室    13 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ

    8 森 蒼佳 ZERO体操クラブ    19 渡邊 琴美 日本大学

    1 松村 朱里 ジム・ネット体操教室    14 榊原 子侑菜 ならわ体操クラブ

   11 鈴木 音々 ZERO体操クラブ    24 高橋 飛鳥 日本大学

    3 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室    15 文堂 日南子 ならわ体操クラブ

    4 桐原 楓乃 ジム・ネット体操教室    17 山本 利々奈 ならわ体操クラブ

    6 山田 陽葵 ジム・ネット体操教室    18 阿部 花音 ならわ体操クラブ

    9 鈴木 栞奈 ZERO体操クラブ    20 鮫島 優季 日本大学

   10 田谷 琴美 ZERO体操クラブ    21 西本 朱里 日本大学

   12 長岡 桜子 ZERO体操クラブ    22 佐々木 江里華 日本大学

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page: 3/8 



【会場】　高崎アリーナ

【期間】　平成30年11月24日～25日 Print Time: 2018/11/23  18:37

第72回全日本体操団体選手権

女子  決勝  スタートリスト

1班 ローテーション4

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   20 鮫島 優季 日本大学    32 佐々木 愛華 レジックスポーツ

   13 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ    27 沼田 冴 日本女子体育大学

   23 永田 朝子 日本大学    35 笠原 有彩 レジックスポーツ

   16 近藤 環 ならわ体操クラブ    28 杉田 しずか 日本女子体育大学

   19 渡邊 琴美 日本大学    34 槇林 凜 レジックスポーツ

   15 文堂 日南子 ならわ体操クラブ    25 四方 奈々依 日本女子体育大学

   21 西本 朱里 日本大学    31 古山 葵 レジックスポーツ

   22 佐々木 江里華 日本大学    33 森川 純凪 レジックスポーツ

   24 高橋 飛鳥 日本大学    36 牛奥 小羽 レジックスポーツ

   14 榊原 子侑菜 ならわ体操クラブ    26 木藤 美莉 日本女子体育大学

   17 山本 利々奈 ならわ体操クラブ    29 藤倉 光里 日本女子体育大学

   18 阿部 花音 ならわ体操クラブ    30 臼田 梨夏 日本女子体育大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   44 小林 花帆 東京女子体育大学     8 森 蒼佳 ZERO体操クラブ

   41 赤穂 羽奈 鯖江体操スクール     2 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室

   47 橋本 愛彩 東京女子体育大学    11 鈴木 音々 ZERO体操クラブ

   39 臼井 美風優 鯖江体操スクール     5 國府方 杏月 ジム・ネット体操教室

   48 山家 華音 東京女子体育大学     7 佐藤 涼香 ZERO体操クラブ

   37 柴田 莉歩 鯖江体操スクール     1 松村 朱里 ジム・ネット体操教室

   43 城内 香乃 東京女子体育大学     9 鈴木 栞奈 ZERO体操クラブ

   45 公文 美友 東京女子体育大学    10 田谷 琴美 ZERO体操クラブ

   38 夏目 侑香 鯖江体操スクール    12 長岡 桜子 ZERO体操クラブ

   40 加藤 梨優 鯖江体操スクール     3 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室

   42 佐々木 唯 鯖江体操スクール     4 桐原 楓乃 ジム・ネット体操教室

    6 山田 陽葵 ジム・ネット体操教室
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2班 ローテーション1

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   50 吉村 萌惠美 フジスポーツクラブ    63 德田 知沙子 朝日生命

   60 井関 実紀 筑波大学    69 本田 美波 武庫川女子大学

   51 青木 梨奈 フジスポーツクラブ    66 栃原 亜子 朝日生命

   59 福家 直子 筑波大学    71 河崎 真理菜 武庫川女子大学

   49 花島 なつみ フジスポーツクラブ    64 桒嶋 姫子 朝日生命

   57 矢田部 清花 筑波大学    68 金田 明里 武庫川女子大学

   52 塙 颯香 フジスポーツクラブ    61 ダンコ 絵里香リン 朝日生命

   53 芹田 未果子 フジスポーツクラブ    62 杉原 愛子 朝日生命

   54 大越 美杏 フジスポーツクラブ    65 大野 結菜 朝日生命

   55 渡邉 咲貴 筑波大学    67 平岩 優奈 武庫川女子大学

   56 宮内 玲奈 筑波大学    70 刀根 綾菜 武庫川女子大学

   58 露峯 宙 筑波大学    72 前川 なつみ 武庫川女子大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   74 畠田 瞳 セントラル目黒    87 坂谷 りんね 戸田市スポーツセンター

   84 平井 美優 国士舘大学    91 西野 美都季 日本体育大学

   73 遠山 亜理沙 セントラル目黒    90 新山 愛望 戸田市スポーツセンター

   79 福永 千紗 国士舘大学    93 佐野 亜里紗 日本体育大学

   77 畠田 千愛 セントラル目黒    85 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター

   80 水戸 なつみ 国士舘大学    96 村上 茉愛 日本体育大学

   75 高野 真優 セントラル目黒    86 岡田 麻衣 戸田市スポーツセンター

   76 高橋 舞雪 セントラル目黒    88 本宮 佳奈 戸田市スポーツセンター

   78 古賀 愛美 セントラル目黒    89 小谷 みつは 戸田市スポーツセンター

   81 加藤 千晴 国士舘大学    92 中村 有美香 日本体育大学

   82 川股 瑞穂 国士舘大学    94 三田 涼乃 日本体育大学

   83 山本 優理子 国士舘大学    95 小池 亜優 日本体育大学
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2班 ローテーション2

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   94 三田 涼乃 日本体育大学    59 福家 直子 筑波大学

   88 本宮 佳奈 戸田市スポーツセンター    53 芹田 未果子 フジスポーツクラブ

   91 西野 美都季 日本体育大学    60 井関 実紀 筑波大学

   87 坂谷 りんね 戸田市スポーツセンター    50 吉村 萌惠美 フジスポーツクラブ

   96 村上 茉愛 日本体育大学    56 宮内 玲奈 筑波大学

   90 新山 愛望 戸田市スポーツセンター    49 花島 なつみ フジスポーツクラブ

   95 小池 亜優 日本体育大学    55 渡邉 咲貴 筑波大学

   92 中村 有美香 日本体育大学    57 矢田部 清花 筑波大学

   93 佐野 亜里紗 日本体育大学    58 露峯 宙 筑波大学

   85 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター    51 青木 梨奈 フジスポーツクラブ

   86 岡田 麻衣 戸田市スポーツセンター    52 塙 颯香 フジスポーツクラブ

   89 小谷 みつは 戸田市スポーツセンター    54 大越 美杏 フジスポーツクラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   71 河崎 真理菜 武庫川女子大学    81 加藤 千晴 国士舘大学

   66 栃原 亜子 朝日生命    73 遠山 亜理沙 セントラル目黒

   67 平岩 優奈 武庫川女子大学    79 福永 千紗 国士舘大学

   63 德田 知沙子 朝日生命    77 畠田 千愛 セントラル目黒

   69 本田 美波 武庫川女子大学    80 水戸 なつみ 国士舘大学

   64 桒嶋 姫子 朝日生命    75 高野 真優 セントラル目黒

   68 金田 明里 武庫川女子大学    82 川股 瑞穂 国士舘大学

   70 刀根 綾菜 武庫川女子大学    83 山本 優理子 国士舘大学

   72 前川 なつみ 武庫川女子大学    84 平井 美優 国士舘大学

   61 ダンコ 絵里香リン 朝日生命    74 畠田 瞳 セントラル目黒

   62 杉原 愛子 朝日生命    76 高橋 舞雪 セントラル目黒

   65 大野 結菜 朝日生命    78 古賀 愛美 セントラル目黒
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2班 ローテーション3

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   78 古賀 愛美 セントラル目黒    86 岡田 麻衣 戸田市スポーツセンター

   79 福永 千紗 国士舘大学    92 中村 有美香 日本体育大学

   77 畠田 千愛 セントラル目黒    87 坂谷 りんね 戸田市スポーツセンター

   81 加藤 千晴 国士舘大学    93 佐野 亜里紗 日本体育大学

   74 畠田 瞳 セントラル目黒    85 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター

   82 川股 瑞穂 国士舘大学    96 村上 茉愛 日本体育大学

   73 遠山 亜理沙 セントラル目黒    88 本宮 佳奈 戸田市スポーツセンター

   75 高野 真優 セントラル目黒    89 小谷 みつは 戸田市スポーツセンター

   76 高橋 舞雪 セントラル目黒    90 新山 愛望 戸田市スポーツセンター

   80 水戸 なつみ 国士舘大学    95 小池 亜優 日本体育大学

   83 山本 優理子 国士舘大学    94 三田 涼乃 日本体育大学

   84 平井 美優 国士舘大学    91 西野 美都季 日本体育大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   50 吉村 萌惠美 フジスポーツクラブ    66 栃原 亜子 朝日生命

   59 福家 直子 筑波大学    71 河崎 真理菜 武庫川女子大学

   52 塙 颯香 フジスポーツクラブ    64 桒嶋 姫子 朝日生命

   55 渡邉 咲貴 筑波大学    67 平岩 優奈 武庫川女子大学

   49 花島 なつみ フジスポーツクラブ    63 德田 知沙子 朝日生命

   57 矢田部 清花 筑波大学    69 本田 美波 武庫川女子大学

   51 青木 梨奈 フジスポーツクラブ    61 ダンコ 絵里香リン 朝日生命

   53 芹田 未果子 フジスポーツクラブ    62 杉原 愛子 朝日生命

   54 大越 美杏 フジスポーツクラブ    65 大野 結菜 朝日生命

   56 宮内 玲奈 筑波大学    68 金田 明里 武庫川女子大学

   58 露峯 宙 筑波大学    70 刀根 綾菜 武庫川女子大学

   60 井関 実紀 筑波大学    72 前川 なつみ 武庫川女子大学
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BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   72 前川 なつみ 武庫川女子大学    79 福永 千紗 国士舘大学

   66 栃原 亜子 朝日生命    76 高橋 舞雪 セントラル目黒

   71 河崎 真理菜 武庫川女子大学    80 水戸 なつみ 国士舘大学

   64 桒嶋 姫子 朝日生命    77 畠田 千愛 セントラル目黒

   67 平岩 優奈 武庫川女子大学    83 山本 優理子 国士舘大学

   63 德田 知沙子 朝日生命    74 畠田 瞳 セントラル目黒

   68 金田 明里 武庫川女子大学    81 加藤 千晴 国士舘大学

   69 本田 美波 武庫川女子大学    82 川股 瑞穂 国士舘大学

   70 刀根 綾菜 武庫川女子大学    84 平井 美優 国士舘大学

   61 ダンコ 絵里香リン 朝日生命    73 遠山 亜理沙 セントラル目黒

   62 杉原 愛子 朝日生命    75 高野 真優 セントラル目黒

   65 大野 結菜 朝日生命    78 古賀 愛美 セントラル目黒

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   92 中村 有美香 日本体育大学    60 井関 実紀 筑波大学

   90 新山 愛望 戸田市スポーツセンター    50 吉村 萌惠美 フジスポーツクラブ

   96 村上 茉愛 日本体育大学    58 露峯 宙 筑波大学

   89 小谷 みつは 戸田市スポーツセンター    51 青木 梨奈 フジスポーツクラブ

   95 小池 亜優 日本体育大学    56 宮内 玲奈 筑波大学

   85 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター    49 花島 なつみ フジスポーツクラブ

   93 佐野 亜里紗 日本体育大学    55 渡邉 咲貴 筑波大学

   94 三田 涼乃 日本体育大学    57 矢田部 清花 筑波大学

   91 西野 美都季 日本体育大学    59 福家 直子 筑波大学

   86 岡田 麻衣 戸田市スポーツセンター    52 塙 颯香 フジスポーツクラブ

   87 坂谷 りんね 戸田市スポーツセンター    53 芹田 未果子 フジスポーツクラブ

   88 本宮 佳奈 戸田市スポーツセンター    54 大越 美杏 フジスポーツクラブ
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