
選手名 所属 備考 選手名 所属 備考

1 岸 里奈 戸田市スポーツセンター ※ 1 深沢 こころ 筑波大学

2 牛奥 小羽 レジックスポーツ 2 芹田 未果子 筑波大学

3 楠元 妃真 鯖江体操スクール 3 中村 遥香 なんば体操クラブ/相愛学園 ※

4 坂口 彩夏 日本体育大学 4 森 蒼佳 日本体育大学

5 田島 やまぶき 筑波大学 5 岡村 真 相好体操クラブ／暁高校

6 桒嶋 姫子 国士舘大学 6 畠田 千愛 セントラルスポーツ

7 宮川 紗江 サンミュージックプロダクション 7 内山 由綺 栃木県スポーツ協会/スマイル

8 権藤 ほの 米田功体操クラブ 8 中島 楓琳 レジックスポーツ

9 岩﨑 夏芽 朝日生命体操クラブ 9 高木 藍 順天堂大学

10 齋藤 夏菜子 加納体操クラブ ※ 10 楠元 妃真 鯖江体操スクール

11 鈴木 音々 ZERO体操クラブ 11 兒玉 優光子 加納体操クラブ

12 畠田 千愛 セントラルスポーツ 12 徳次 亜優 ディナモ体操クラブ

13 後藤 瑚乃夏 米田功体操クラブ ※ 13 矢田部 希望 山梨ジュニア体操クラブ

14 青木 萌 順天堂大学 14 山戸 陽茉 セインツ体操クラブ ※

15 坂谷 りんね 筑波大学 15 遠藤 結菜 日本体育大学

16 槌谷 彩里裟 関西大学 16 辻前 綾里 武庫川女子大学

17 花島 なつみ 日本体育大学 17 梶田 凪 中京大学/山梨ジュニア体操クラブ

18 松田 里奈 弘前学院聖愛高校 18 加藤 凛 レジックスポーツ

19 宮本 陽良 玉川体操クラブ 19 岩﨑 夏芽 朝日生命体操クラブ

20 20 安井 若菜 栃木県スポーツ協会

21 21 古賀 愛梨 レジックスポーツ

22 22 遠山 結香 鯖江体操スクール

23 23 徳田 知沙子 国士舘大学

24 24 柏木 淑里 筑波大学

選手名 所属 備考 選手名 所属 備考

1 芦川 うらら 日本体育大学 1 畠田 千愛 セントラルスポーツ

2 山口 幸空 米田功体操クラブ ※ 2 坂口 彩夏 日本体育大学

3 楠元 妃真 鯖江体操スクール 3 宮川 紗江 サンミュージックプロダクション

4 畠田 千愛 セントラルスポーツ 4 國府方 杏月 日本体育大学

5 竹澤 薫子 山梨ジュニア/甲斐清和高校 5 芦川 うらら 日本体育大学

6 坂口 彩夏 日本体育大学 6 牛奥　小羽 レジックスポーツ

7 國府方 杏月 日本体育大学 7 山口 幸空 米田功体操クラブ ※

8 花島 なつみ 日本体育大学 8 岸 里奈 戸田市スポーツセンター ※

9 岡村 真 相好体操クラブ／暁高校 9 花島 なつみ 日本体育大学

10 平岩 優奈 イーグル/大泉スワロー体育クラブ 10 杉原 愛子 武庫川女子大学

11 杉原 愛子 武庫川女子大学 11 水野 壬華 米田功体操クラブ ※

12 青田 萌楓 日本体育大学 12 青田 萌楓 日本体育大学

13 岸 里奈 戸田市スポーツセンター ※ 13 楠元 妃真 鯖江体操スクール

14 中村 遥香 なんば体操クラブ-ngc／相愛学園 ※ 14 権藤 ほの 米田功体操クラブ

15 小林 つつみ 日本女子体育大学 15 平岩 優奈 イーグル/大泉スワロー体育クラブ

16 小川 明日香 日本女子体育大学 16 松田 里奈 弘前学院聖愛高校

17 山戸 陽茉 セインツ体操クラブ ※ 17 吉村 萌惠美 日本体育大学

18 土橋 ココ 栃木県スポーツ協会・武庫川女子大学 18 山戸 陽茉 セインツ体操クラブ ※

19 桒嶋 姫子 国士舘大学 19 加藤 凛 レジックスポーツ

20 加藤 凛 レジックスポーツ 20 米本 優花 ヴォラーレ体操クラブ ※

21 柏木 淑里 筑波大学 21 久保田 麗音 スペース姫路体操クラブ ※

22 葛城 七星 日本体育大学 22 梶田 凪 中京大学/山梨ジュニア体操クラブ

23 吉村 萌惠美 日本体育大学 23 柏木 淑里 筑波大学

24 小谷 みつは 武庫川女子大学 24 遠藤 結菜 日本体育大学

※は年齢および国籍により、日本代表となる権利を有しない者
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