
【会場】　国立代々木競技場第一体育館

【期間】　令和3年12月11日(土)～12日(日) Print Time: 2021/12/10  18:16

1班 ローテーション1

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

    1 扇谷 実桜 東京女子体育大学    16 林 佑芽 なんば体操クラブーngc/相愛学園

   12 大越 美杏 順天堂大学    19 山口 幸空 米田功体操クラブ

    3 野口 祐美賀 東京女子体育大学    17 中村 遥香 なんば体操クラブーngc/相愛学園

   10 遠山 亜理沙 順天堂大学    22 石川 優奈 米田功体操クラブ

    6 田村 吏菜 東京女子体育大学    13 松田 透和 なんば体操クラブーngc/相愛学園

   11 二宮 さやか 順天堂大学    21 権藤 ほの 米田功体操クラブ

    2 橋本 愛彩 東京女子体育大学    14 宗重 奏 なんば体操クラブーngc/相愛学園

    4 関塚 萌 東京女子体育大学    15 本田 沙禾 なんば体操クラブーngc/相愛学園

    5 加藤 梨優 東京女子体育大学    18 白倉 里美佳 なんば体操クラブーngc/相愛学園

    7 野々村 璃 順天堂大学    20 湯川 璃多 米田功体操クラブ

    8 豊田 望 順天堂大学    23 水野 壬華 米田功体操クラブ

    9 鈴木 栞奈 順天堂大学    24 小栗 穂香 米田功体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   28 鬼頭 春菜 中京ジムナスティッククラブ    38 長 優里 鯖江高等学校

   35 臼田 梨夏 日本女子体育大学    43 魚井 光 大阪体育大学

   27 大村 瑠里 中京ジムナスティッククラブ    39 木崎 乃音 鯖江高等学校

   32 小川 明日香 日本女子体育大学    47 吉田 菜々花 大阪体育大学

   25 渡部 葉月 中京ジムナスティッククラブ    37 宮田 笙子 鯖江高等学校

   36 小林 つつみ 日本女子体育大学    46 北田 絢女 大阪体育大学

   26 苅谷 天音 中京ジムナスティッククラブ    40 山本 利々奈 鯖江高等学校

   29 宮本 空奈 中京ジムナスティッククラブ    41 遠山 結香 鯖江高等学校

   30 土橋 ピピ 中京ジムナスティッククラブ    42 山本 七海 鯖江高等学校

   31 木藤 美莉 日本女子体育大学    44 柳川 友紀 大阪体育大学

   33 藤倉 光里 日本女子体育大学    45 松本 友香 大阪体育大学

   34 森 あずさ 日本女子体育大学    48 春内 琴美 大阪体育大学

第75回全日本体操団体選手権

女子    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

   47 吉田 菜々花 大阪体育大学     9 鈴木 栞奈 順天堂大学

   40 山本 利々奈 鯖江高等学校     1 扇谷 実桜 東京女子体育大学

   45 松本 友香 大阪体育大学    10 遠山 亜理沙 順天堂大学

   39 木崎 乃音 鯖江高等学校     4 関塚 萌 東京女子体育大学

   46 北田 絢女 大阪体育大学     7 野々村 璃 順天堂大学

   37 宮田 笙子 鯖江高等学校     2 橋本 愛彩 東京女子体育大学

   43 魚井 光 大阪体育大学     8 豊田 望 順天堂大学

   44 柳川 友紀 大阪体育大学    11 二宮 さやか 順天堂大学

   48 春内 琴美 大阪体育大学    12 大越 美杏 順天堂大学

   38 長 優里 鯖江高等学校     3 野口 祐美賀 東京女子体育大学

   41 遠山 結香 鯖江高等学校     5 加藤 梨優 東京女子体育大学

   42 山本 七海 鯖江高等学校     6 田村 吏菜 東京女子体育大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   22 石川 優奈 米田功体操クラブ    33 藤倉 光里 日本女子体育大学

   17 中村 遥香 なんば体操クラブーngc/相愛学園    29 宮本 空奈 中京ジムナスティッククラブ

   23 水野 壬華 米田功体操クラブ    32 小川 明日香 日本女子体育大学

   16 林 佑芽 なんば体操クラブーngc/相愛学園    27 大村 瑠里 中京ジムナスティッククラブ

   19 山口 幸空 米田功体操クラブ    31 木藤 美莉 日本女子体育大学

   13 松田 透和 なんば体操クラブーngc/相愛学園    25 渡部 葉月 中京ジムナスティッククラブ

   20 湯川 璃多 米田功体操クラブ    34 森 あずさ 日本女子体育大学

   21 権藤 ほの 米田功体操クラブ    35 臼田 梨夏 日本女子体育大学

   24 小栗 穂香 米田功体操クラブ    36 小林 つつみ 日本女子体育大学

   14 宗重 奏 なんば体操クラブーngc/相愛学園    26 苅谷 天音 中京ジムナスティッククラブ

   15 本田 沙禾 なんば体操クラブーngc/相愛学園    28 鬼頭 春菜 中京ジムナスティッククラブ

   18 白倉 里美佳 なんば体操クラブーngc/相愛学園    30 土橋 ピピ 中京ジムナスティッククラブ
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1班 ローテーション3

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   27 大村 瑠里 中京ジムナスティッククラブ    41 遠山 結香 鯖江高等学校

   32 小川 明日香 日本女子体育大学    44 柳川 友紀 大阪体育大学

   26 苅谷 天音 中京ジムナスティッククラブ    39 木崎 乃音 鯖江高等学校

   31 木藤 美莉 日本女子体育大学    47 吉田 菜々花 大阪体育大学

   25 渡部 葉月 中京ジムナスティッククラブ    37 宮田 笙子 鯖江高等学校

   34 森 あずさ 日本女子体育大学    48 春内 琴美 大阪体育大学

   28 鬼頭 春菜 中京ジムナスティッククラブ    38 長 優里 鯖江高等学校

   29 宮本 空奈 中京ジムナスティッククラブ    40 山本 利々奈 鯖江高等学校

   30 土橋 ピピ 中京ジムナスティッククラブ    42 山本 七海 鯖江高等学校

   33 藤倉 光里 日本女子体育大学    43 魚井 光 大阪体育大学

   35 臼田 梨夏 日本女子体育大学    45 松本 友香 大阪体育大学

   36 小林 つつみ 日本女子体育大学    46 北田 絢女 大阪体育大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

    4 関塚 萌 東京女子体育大学    18 白倉 里美佳 なんば体操クラブーngc/相愛学園

   12 大越 美杏 順天堂大学    23 水野 壬華 米田功体操クラブ

    3 野口 祐美賀 東京女子体育大学    17 中村 遥香 なんば体操クラブーngc/相愛学園

   10 遠山 亜理沙 順天堂大学    19 山口 幸空 米田功体操クラブ

    2 橋本 愛彩 東京女子体育大学    16 林 佑芽 なんば体操クラブーngc/相愛学園

    7 野々村 璃 順天堂大学    21 権藤 ほの 米田功体操クラブ

    1 扇谷 実桜 東京女子体育大学    13 松田 透和 なんば体操クラブーngc/相愛学園

    5 加藤 梨優 東京女子体育大学    14 宗重 奏 なんば体操クラブーngc/相愛学園

    6 田村 吏菜 東京女子体育大学    15 本田 沙禾 なんば体操クラブーngc/相愛学園

    8 豊田 望 順天堂大学    20 湯川 璃多 米田功体操クラブ

    9 鈴木 栞奈 順天堂大学    22 石川 優奈 米田功体操クラブ

   11 二宮 さやか 順天堂大学    24 小栗 穂香 米田功体操クラブ
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1班 ローテーション4

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   23 水野 壬華 米田功体操クラブ    35 臼田 梨夏 日本女子体育大学

   17 中村 遥香 なんば体操クラブーngc/相愛学園    28 鬼頭 春菜 中京ジムナスティッククラブ

   19 山口 幸空 米田功体操クラブ    32 小川 明日香 日本女子体育大学

   15 本田 沙禾 なんば体操クラブーngc/相愛学園    27 大村 瑠里 中京ジムナスティッククラブ

   21 権藤 ほの 米田功体操クラブ    31 木藤 美莉 日本女子体育大学

   13 松田 透和 なんば体操クラブーngc/相愛学園    25 渡部 葉月 中京ジムナスティッククラブ

   20 湯川 璃多 米田功体操クラブ    33 藤倉 光里 日本女子体育大学

   22 石川 優奈 米田功体操クラブ    34 森 あずさ 日本女子体育大学

   24 小栗 穂香 米田功体操クラブ    36 小林 つつみ 日本女子体育大学

   14 宗重 奏 なんば体操クラブーngc/相愛学園    26 苅谷 天音 中京ジムナスティッククラブ

   16 林 佑芽 なんば体操クラブーngc/相愛学園    29 宮本 空奈 中京ジムナスティッククラブ

   18 白倉 里美佳 なんば体操クラブーngc/相愛学園    30 土橋 ピピ 中京ジムナスティッククラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   46 北田 絢女 大阪体育大学    12 大越 美杏 順天堂大学

   38 長 優里 鯖江高等学校     4 関塚 萌 東京女子体育大学

   47 吉田 菜々花 大阪体育大学    10 遠山 亜理沙 順天堂大学

   39 木崎 乃音 鯖江高等学校     5 加藤 梨優 東京女子体育大学

   48 春内 琴美 大阪体育大学     7 野々村 璃 順天堂大学

   37 宮田 笙子 鯖江高等学校     3 野口 祐美賀 東京女子体育大学

   43 魚井 光 大阪体育大学     8 豊田 望 順天堂大学

   44 柳川 友紀 大阪体育大学     9 鈴木 栞奈 順天堂大学

   45 松本 友香 大阪体育大学    11 二宮 さやか 順天堂大学

   40 山本 利々奈 鯖江高等学校     1 扇谷 実桜 東京女子体育大学

   41 遠山 結香 鯖江高等学校     2 橋本 愛彩 東京女子体育大学

   42 山本 七海 鯖江高等学校     6 田村 吏菜 東京女子体育大学
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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 花島 なつみ 日本体育大学    62 笠原 有彩 レジックスポーツ

   60 坂谷 りんね 筑波大学    69 兒玉 優光子 加納体操クラブ

   53 坂口 彩夏 日本体育大学    65 中島 楓琳 レジックスポーツ

   58 佐藤 涼香 筑波大学    68 青木 萌 加納体操クラブ

   49 小池 亜優 日本体育大学    64 古賀 愛梨 レジックスポーツ

   55 柏木 淑里 筑波大学    67 芹田 未果子 加納体操クラブ

   51 三田 涼乃 日本体育大学    61 槇林 凜 レジックスポーツ

   52 青田 萌楓 日本体育大学    63 牛奥 小羽 レジックスポーツ

   54 森 蒼佳 日本体育大学    66 加藤 凛 レジックスポーツ

   57 深沢 こころ 筑波大学    70 若山 京香 加納体操クラブ

   59 塙 颯香 筑波大学    71 永田 美尋 加納体操クラブ

   56 露峯 宙 筑波大学    72 菊池 柚子 加納体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   73 藤塚 歩美 国士舘大学    89 鈴木 望未 相好体操クラブ

   81 岩﨑 夏芽 朝日生命    96 辻前 綾里 武庫川女子大学

   78 宗 万凜 国士舘大学    86 星 有夏 相好体操クラブ

   79 山田 千遥 朝日生命    92 中野 優希 武庫川女子大学

   76 桒嶋 姫子 国士舘大学    88 岡村 真 相好体操クラブ

   84 Elpitiya B.D. Milka G.D. 朝日生命    91 土橋 ココ 武庫川女子大学

   74 德田 知沙子 国士舘大学    90 岡田 亜実 相好体操クラブ

   75 中家 璃奈 国士舘大学    85 髙木 藍 相好体操クラブ

   77 古賀 愛美 国士舘大学    87 別所 美空 相好体操クラブ

   80 藤原 ミレア 朝日生命    93 安井 若菜 武庫川女子大学

   82 長谷川 琴 朝日生命    95 岩佐 茜 武庫川女子大学

   83 高木 玲 朝日生命    94 河原 早紀 武庫川女子大学
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2班 ローテーション2

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   96 辻前 綾里 武庫川女子大学    55 柏木 淑里 筑波大学

   89 鈴木 望未 相好体操クラブ    51 三田 涼乃 日本体育大学

   95 岩佐 茜 武庫川女子大学    57 深沢 こころ 筑波大学

   90 岡田 亜実 相好体操クラブ    50 花島 なつみ 日本体育大学

   91 土橋 ココ 武庫川女子大学    59 塙 颯香 筑波大学

   86 星 有夏 相好体操クラブ    54 森 蒼佳 日本体育大学

   93 安井 若菜 武庫川女子大学    58 佐藤 涼香 筑波大学

   94 河原 早紀 武庫川女子大学    60 坂谷 りんね 筑波大学

   92 中野 優希 武庫川女子大学    56 露峯 宙 筑波大学

   88 岡村 真 相好体操クラブ    49 小池 亜優 日本体育大学

   85 髙木 藍 相好体操クラブ    52 青田 萌楓 日本体育大学

   87 別所 美空 相好体操クラブ    53 坂口 彩夏 日本体育大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   71 永田 美尋 加納体操クラブ    83 高木 玲 朝日生命

   63 牛奥 小羽 レジックスポーツ    73 藤塚 歩美 国士舘大学

   69 兒玉 優光子 加納体操クラブ    84 Elpitiya B.D. Milka G.D. 朝日生命

   66 加藤 凛 レジックスポーツ    78 宗 万凜 国士舘大学

   67 芹田 未果子 加納体操クラブ    79 山田 千遥 朝日生命

   62 笠原 有彩 レジックスポーツ    76 桒嶋 姫子 国士舘大学

   68 青木 萌 加納体操クラブ    80 藤原 ミレア 朝日生命

   70 若山 京香 加納体操クラブ    81 岩﨑 夏芽 朝日生命

   72 菊池 柚子 加納体操クラブ    82 長谷川 琴 朝日生命

   61 槇林 凜 レジックスポーツ    74 德田 知沙子 国士舘大学

   64 古賀 愛梨 レジックスポーツ    75 中家 璃奈 国士舘大学

   65 中島 楓琳 レジックスポーツ    77 古賀 愛美 国士舘大学
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2班 ローテーション3

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   77 古賀 愛美 国士舘大学    89 鈴木 望未 相好体操クラブ

   84 Elpitiya B.D. Milka G.D. 朝日生命    96 辻前 綾里 武庫川女子大学

   76 桒嶋 姫子 国士舘大学    90 岡田 亜実 相好体操クラブ

   81 岩﨑 夏芽 朝日生命    91 土橋 ココ 武庫川女子大学

   78 宗 万凜 国士舘大学    88 岡村 真 相好体操クラブ

   79 山田 千遥 朝日生命    93 安井 若菜 武庫川女子大学

   73 藤塚 歩美 国士舘大学    86 星 有夏 相好体操クラブ

   74 德田 知沙子 国士舘大学    85 髙木 藍 相好体操クラブ

   75 中家 璃奈 国士舘大学    87 別所 美空 相好体操クラブ

   80 藤原 ミレア 朝日生命    94 河原 早紀 武庫川女子大学

   82 長谷川 琴 朝日生命    95 岩佐 茜 武庫川女子大学

   83 高木 玲 朝日生命    92 中野 優希 武庫川女子大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   49 小池 亜優 日本体育大学    66 加藤 凛 レジックスポーツ

   59 塙 颯香 筑波大学    72 菊池 柚子 加納体操クラブ

   50 花島 なつみ 日本体育大学    62 笠原 有彩 レジックスポーツ

   55 柏木 淑里 筑波大学    69 兒玉 優光子 加納体操クラブ

   53 坂口 彩夏 日本体育大学    63 牛奥 小羽 レジックスポーツ

   60 坂谷 りんね 筑波大学    67 芹田 未果子 加納体操クラブ

   51 三田 涼乃 日本体育大学    61 槇林 凜 レジックスポーツ

   52 青田 萌楓 日本体育大学    64 古賀 愛梨 レジックスポーツ

   54 森 蒼佳 日本体育大学    65 中島 楓琳 レジックスポーツ

   57 深沢 こころ 筑波大学    68 青木 萌 加納体操クラブ

   58 佐藤 涼香 筑波大学    70 若山 京香 加納体操クラブ

   56 露峯 宙 筑波大学    71 永田 美尋 加納体操クラブ
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【会場】　国立代々木競技場第一体育館

【期間】　令和3年12月11日(土)～12日(日) Print Time: 2021/12/10  18:16

第75回全日本体操団体選手権

女子    スタートリスト

2班 ローテーション4

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   72 菊池 柚子 加納体操クラブ    84 Elpitiya B.D. Milka G.D. 朝日生命

   62 笠原 有彩 レジックスポーツ    74 德田 知沙子 国士舘大学

   68 青木 萌 加納体操クラブ    79 山田 千遥 朝日生命

   63 牛奥 小羽 レジックスポーツ    73 藤塚 歩美 国士舘大学

   67 芹田 未果子 加納体操クラブ    81 岩﨑 夏芽 朝日生命

   61 槇林 凜 レジックスポーツ    78 宗 万凜 国士舘大学

   69 兒玉 優光子 加納体操クラブ    80 藤原 ミレア 朝日生命

   70 若山 京香 加納体操クラブ    82 長谷川 琴 朝日生命

   71 永田 美尋 加納体操クラブ    83 高木 玲 朝日生命

   64 古賀 愛梨 レジックスポーツ    75 中家 璃奈 国士舘大学

   65 中島 楓琳 レジックスポーツ    76 桒嶋 姫子 国士舘大学

   66 加藤 凛 レジックスポーツ    77 古賀 愛美 国士舘大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   91 土橋 ココ 武庫川女子大学    58 佐藤 涼香 筑波大学

   90 岡田 亜実 相好体操クラブ    52 青田 萌楓 日本体育大学

   92 中野 優希 武庫川女子大学    59 塙 颯香 筑波大学

   86 星 有夏 相好体操クラブ    53 坂口 彩夏 日本体育大学

   95 岩佐 茜 武庫川女子大学    60 坂谷 りんね 筑波大学

   88 岡村 真 相好体操クラブ    50 花島 なつみ 日本体育大学

   96 辻前 綾里 武庫川女子大学    55 柏木 淑里 筑波大学

   94 河原 早紀 武庫川女子大学    57 深沢 こころ 筑波大学

   93 安井 若菜 武庫川女子大学    56 露峯 宙 筑波大学

   89 鈴木 望未 相好体操クラブ    49 小池 亜優 日本体育大学

   85 髙木 藍 相好体操クラブ    51 三田 涼乃 日本体育大学

   87 別所 美空 相好体操クラブ    54 森 蒼佳 日本体育大学
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