
【会場】　サンドーム福井

【期間】　令和4年12月10日～11日 Print Time: 2022/12/09  18:21

1班 ローテーション1

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

    3 本宮 佳奈 順天堂大学    13 岡本 彩花 鶴見ジュニア体操クラブ

   11 中濱 汐里 ZERO体操クラブ    19 小川 明日香 日本女子体育大学

    6 中村 るか 順天堂大学    15 岩田 七海 鶴見ジュニア体操クラブ

    8 川上 紗輝 ZERO体操クラブ    24 大桃 若芽 日本女子体育大学

    5 新山 愛望 順天堂大学    16 岡本 朱里 鶴見ジュニア体操クラブ

    7 酒向 ひまり ZERO体操クラブ    21 柳戸 里奈 日本女子体育大学

    1 遠山 亜理沙 順天堂大学    14 藤井 裕菜 鶴見ジュニア体操クラブ

    2 槇林 凜 順天堂大学    17 紺田 希香 鶴見ジュニア体操クラブ

    4 髙木 藍 順天堂大学    20 内海 智絵 日本女子体育大学

    9 隈川 実里 ZERO体操クラブ    22 小林 つつみ 日本女子体育大学

   10 新屋 遼生香 ZERO体操クラブ    23 森 あずさ 日本女子体育大学

   12 森井 一花 ZERO体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   29 中野 心愛 相好体操クラブ    37 大村 瑠里 中京ジムナスティッククラブ

   35 臼田 梨夏 （公財）栃木県スポーツ協会    95 梅本 咲和 ならわ体操クラブ

   26 鈴木 望未 相好体操クラブ    38 土橋 ピピ 中京ジムナスティッククラブ

   33 安井 若菜 （公財）栃木県スポーツ協会    91 畠田 千愛 セントラルスポーツ

   25 岡村 真 相好体操クラブ    40 渡邉 怜美 中京ジムナスティッククラブ

   31 土橋 ココ （公財）栃木県スポーツ協会    92 山戸 陽茉 セインツ体操クラブ

   27 岡田 亜実 相好体操クラブ    36 渡部 葉月 中京ジムナスティッククラブ

   28 片岡 麻美 相好体操クラブ    39 宮本 空奈 中京ジムナスティッククラブ

   30 金本 杏海 相好体操クラブ    93 飯島 琉日 ドッペルクラブ

   94 蛯谷 花音 シコンスポーツクラブ

第76回全日本体操団体選手権

女子    スタートリスト
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女子    スタートリスト

1班 ローテーション2

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   94 蛯谷 花音 シコンスポーツクラブ    11 中濱 汐里 ZERO体操クラブ

   37 大村 瑠里 中京ジムナスティッククラブ     2 槇林 凜 順天堂大学

   93 飯島 琉日 ドッペルクラブ     8 川上 紗輝 ZERO体操クラブ

   40 渡邉 怜美 中京ジムナスティッククラブ     5 新山 愛望 順天堂大学

   92 山戸 陽茉 セインツ体操クラブ    12 森井 一花 ZERO体操クラブ

   38 土橋 ピピ 中京ジムナスティッククラブ     1 遠山 亜理沙 順天堂大学

   95 梅本 咲和 ならわ体操クラブ     7 酒向 ひまり ZERO体操クラブ

   91 畠田 千愛 セントラルスポーツ     9 隈川 実里 ZERO体操クラブ

   36 渡部 葉月 中京ジムナスティッククラブ    10 新屋 遼生香 ZERO体操クラブ

   39 宮本 空奈 中京ジムナスティッククラブ     3 本宮 佳奈 順天堂大学

    4 髙木 藍 順天堂大学

    6 中村 るか 順天堂大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   24 大桃 若芽 日本女子体育大学    35 臼田 梨夏 （公財）栃木県スポーツ協会

   13 岡本 彩花 鶴見ジュニア体操クラブ    27 岡田 亜実 相好体操クラブ

   19 小川 明日香 日本女子体育大学    33 安井 若菜 （公財）栃木県スポーツ協会

   15 岩田 七海 鶴見ジュニア体操クラブ    26 鈴木 望未 相好体操クラブ

   22 小林 つつみ 日本女子体育大学    31 土橋 ココ （公財）栃木県スポーツ協会

   17 紺田 希香 鶴見ジュニア体操クラブ    25 岡村 真 相好体操クラブ

   20 内海 智絵 日本女子体育大学    28 片岡 麻美 相好体操クラブ

   21 柳戸 里奈 日本女子体育大学    29 中野 心愛 相好体操クラブ

   23 森 あずさ 日本女子体育大学    30 金本 杏海 相好体操クラブ

   14 藤井 裕菜 鶴見ジュニア体操クラブ

   16 岡本 朱里 鶴見ジュニア体操クラブ
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1班 ローテーション3

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   25 岡村 真 相好体操クラブ    38 土橋 ピピ 中京ジムナスティッククラブ

   35 臼田 梨夏 （公財）栃木県スポーツ協会    93 飯島 琉日 ドッペルクラブ

   27 岡田 亜実 相好体操クラブ    37 大村 瑠里 中京ジムナスティッククラブ

   31 土橋 ココ （公財）栃木県スポーツ協会    94 蛯谷 花音 シコンスポーツクラブ

   26 鈴木 望未 相好体操クラブ    36 渡部 葉月 中京ジムナスティッククラブ

   33 安井 若菜 （公財）栃木県スポーツ協会    92 山戸 陽茉 セインツ体操クラブ

   28 片岡 麻美 相好体操クラブ    39 宮本 空奈 中京ジムナスティッククラブ

   29 中野 心愛 相好体操クラブ    40 渡邉 怜美 中京ジムナスティッククラブ

   30 金本 杏海 相好体操クラブ    95 梅本 咲和 ならわ体操クラブ

   91 畠田 千愛 セントラルスポーツ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

    2 槇林 凜 順天堂大学    15 岩田 七海 鶴見ジュニア体操クラブ

   11 中濱 汐里 ZERO体操クラブ    19 小川 明日香 日本女子体育大学

    5 新山 愛望 順天堂大学    14 藤井 裕菜 鶴見ジュニア体操クラブ

    8 川上 紗輝 ZERO体操クラブ    24 大桃 若芽 日本女子体育大学

    1 遠山 亜理沙 順天堂大学    17 紺田 希香 鶴見ジュニア体操クラブ

   10 新屋 遼生香 ZERO体操クラブ    23 森 あずさ 日本女子体育大学

    3 本宮 佳奈 順天堂大学    13 岡本 彩花 鶴見ジュニア体操クラブ

    4 髙木 藍 順天堂大学    16 岡本 朱里 鶴見ジュニア体操クラブ

    6 中村 るか 順天堂大学    20 内海 智絵 日本女子体育大学

    7 酒向 ひまり ZERO体操クラブ    21 柳戸 里奈 日本女子体育大学

    9 隈川 実里 ZERO体操クラブ    22 小林 つつみ 日本女子体育大学

   12 森井 一花 ZERO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

   24 大桃 若芽 日本女子体育大学    35 臼田 梨夏 （公財）栃木県スポーツ協会

   15 岩田 七海 鶴見ジュニア体操クラブ    28 片岡 麻美 相好体操クラブ

   20 内海 智絵 日本女子体育大学    31 土橋 ココ （公財）栃木県スポーツ協会

   17 紺田 希香 鶴見ジュニア体操クラブ    26 鈴木 望未 相好体操クラブ

   19 小川 明日香 日本女子体育大学    33 安井 若菜 （公財）栃木県スポーツ協会

   14 藤井 裕菜 鶴見ジュニア体操クラブ    25 岡村 真 相好体操クラブ

   21 柳戸 里奈 日本女子体育大学    27 岡田 亜実 相好体操クラブ

   22 小林 つつみ 日本女子体育大学    29 中野 心愛 相好体操クラブ

   23 森 あずさ 日本女子体育大学    30 金本 杏海 相好体操クラブ

   13 岡本 彩花 鶴見ジュニア体操クラブ

   16 岡本 朱里 鶴見ジュニア体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   92 山戸 陽茉 セインツ体操クラブ     9 隈川 実里 ZERO体操クラブ

   38 土橋 ピピ 中京ジムナスティッククラブ     3 本宮 佳奈 順天堂大学

   95 梅本 咲和 ならわ体操クラブ    11 中濱 汐里 ZERO体操クラブ

   40 渡邉 怜美 中京ジムナスティッククラブ     6 中村 るか 順天堂大学

   94 蛯谷 花音 シコンスポーツクラブ     8 川上 紗輝 ZERO体操クラブ

   37 大村 瑠里 中京ジムナスティッククラブ     5 新山 愛望 順天堂大学

   93 飯島 琉日 ドッペルクラブ     7 酒向 ひまり ZERO体操クラブ

   91 畠田 千愛 セントラルスポーツ    10 新屋 遼生香 ZERO体操クラブ

   36 渡部 葉月 中京ジムナスティッククラブ    12 森井 一花 ZERO体操クラブ

   39 宮本 空奈 中京ジムナスティッククラブ     1 遠山 亜理沙 順天堂大学

    2 槇林 凜 順天堂大学

    4 髙木 藍 順天堂大学
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2班 ローテーション1

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   41 花島 なつみ 日本体育大学    54 木崎 乃音 鯖江体操スクール

   48 深沢 こころ 筑波大学    59 牛奥 小羽 レジックスポーツ

   44 坂口 彩夏 日本体育大学    53 宮田 笙子 鯖江体操スクール

   47 柏木 淑里 筑波大学    60 古賀 愛梨 レジックスポーツ

   42 吉村 萌惠美 日本体育大学    56 遠山 結香 鯖江体操スクール

   52 田島 やまぶき 筑波大学    61 中島 楓琳 レジックスポーツ

   43 芦川 うらら 日本体育大学    55 楠元 妃真 鯖江体操スクール

   45 森 蒼佳 日本体育大学    57 桝井 美咲 鯖江体操スクール

   46 遠藤　結菜 日本体育大学    58 山本 七海 鯖江体操スクール

   49 塙 颯香 筑波大学    62 加藤 凛 レジックスポーツ

   50 坂谷 りんね 筑波大学    63 安藤 美紅 レジックスポーツ

   51 芹田 未果子 筑波大学    64 岡﨑 心美 レジックスポーツ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   66 山口 幸空 米田功体操クラブ    82 西山 実沙 なんば体操クラブーngc

   74 田代 葵 とらい体操クラブ    85 岩﨑 夏芽 朝日生命体操クラブ

   67 湯川 璃多 米田功体操クラブ    80 宗重 奏 なんば体操クラブーngc

   72 関塚 結 とらい体操クラブ    88 大倉 由梨 朝日生命体操クラブ

   69 水野 壬華 米田功体操クラブ    79 中村 遥香 なんば体操クラブーngc

   76 田畔 優菜 とらい体操クラブ    84 山田 千遥 朝日生命体操クラブ

   65 後藤 瑚乃夏 米田功体操クラブ    78 林 佑芽 なんば体操クラブーngc

   68 権藤 ほの 米田功体操クラブ    77 松田 透和 なんば体操クラブーngc

   70 小栗 穂香 米田功体操クラブ    81 川端 凜 なんば体操クラブーngc

   71 鈴木 美来 とらい体操クラブ    83 松永 亜里紗 朝日生命体操クラブ

   73 沖山 友梨 とらい体操クラブ    86 馬場 紗里 朝日生命体操クラブ

   75 春口 聖璃 とらい体操クラブ    87 高木 玲 朝日生命体操クラブ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page: 5/8 



【会場】　サンドーム福井

【期間】　令和4年12月10日～11日 Print Time: 2022/12/09  18:21

第76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2

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   85 岩﨑 夏芽 朝日生命体操クラブ    47 柏木 淑里 筑波大学

   82 西山 実沙 なんば体操クラブーngc    41 花島 なつみ 日本体育大学

   86 馬場 紗里 朝日生命体操クラブ    51 芹田 未果子 筑波大学

   78 林 佑芽 なんば体操クラブーngc    45 森 蒼佳 日本体育大学

   84 山田 千遥 朝日生命体操クラブ    48 深沢 こころ 筑波大学

   81 川端 凜 なんば体操クラブーngc    46 遠藤　結菜 日本体育大学

   83 松永 亜里紗 朝日生命体操クラブ    49 塙 颯香 筑波大学

   87 高木 玲 朝日生命体操クラブ    50 坂谷 りんね 筑波大学

   88 大倉 由梨 朝日生命体操クラブ    52 田島 やまぶき 筑波大学

   79 中村 遥香 なんば体操クラブーngc    42 吉村 萌惠美 日本体育大学

   77 松田 透和 なんば体操クラブーngc    43 芦川 うらら 日本体育大学

   80 宗重 奏 なんば体操クラブーngc    44 坂口 彩夏 日本体育大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   59 牛奥 小羽 レジックスポーツ    75 春口 聖璃 とらい体操クラブ

   57 桝井 美咲 鯖江体操スクール    65 後藤 瑚乃夏 米田功体操クラブ

   63 安藤 美紅 レジックスポーツ    74 田代 葵 とらい体操クラブ

   53 宮田 笙子 鯖江体操スクール    69 水野 壬華 米田功体操クラブ

   62 加藤 凛 レジックスポーツ    71 鈴木 美来 とらい体操クラブ

   55 楠元 妃真 鯖江体操スクール    66 山口 幸空 米田功体操クラブ

   60 古賀 愛梨 レジックスポーツ    72 関塚 結 とらい体操クラブ

   61 中島 楓琳 レジックスポーツ    73 沖山 友梨 とらい体操クラブ

   64 岡﨑 心美 レジックスポーツ    76 田畔 優菜 とらい体操クラブ

   54 木崎 乃音 鯖江体操スクール    67 湯川 璃多 米田功体操クラブ

   56 遠山 結香 鯖江体操スクール    68 権藤 ほの 米田功体操クラブ

   58 山本 七海 鯖江体操スクール    70 小栗 穂香 米田功体操クラブ
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2班 ローテーション3

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   65 後藤 瑚乃夏 米田功体操クラブ    82 西山 実沙 なんば体操クラブーngc

   76 田畔 優菜 とらい体操クラブ    83 松永 亜里紗 朝日生命体操クラブ

   69 水野 壬華 米田功体操クラブ    81 川端 凜 なんば体操クラブーngc

   75 春口 聖璃 とらい体操クラブ    86 馬場 紗里 朝日生命体操クラブ

   66 山口 幸空 米田功体操クラブ    79 中村 遥香 なんば体操クラブーngc

   71 鈴木 美来 とらい体操クラブ    84 山田 千遥 朝日生命体操クラブ

   67 湯川 璃多 米田功体操クラブ    78 林 佑芽 なんば体操クラブーngc

   68 権藤 ほの 米田功体操クラブ    77 松田 透和 なんば体操クラブーngc

   70 小栗 穂香 米田功体操クラブ    80 宗重 奏 なんば体操クラブーngc

   72 関塚 結 とらい体操クラブ    85 岩﨑 夏芽 朝日生命体操クラブ

   73 沖山 友梨 とらい体操クラブ    87 高木 玲 朝日生命体操クラブ

   74 田代 葵 とらい体操クラブ    88 大倉 由梨 朝日生命体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   43 芦川 うらら 日本体育大学    58 山本 七海 鯖江体操スクール

   51 芹田 未果子 筑波大学    62 加藤 凛 レジックスポーツ

   44 坂口 彩夏 日本体育大学    53 宮田 笙子 鯖江体操スクール

   48 深沢 こころ 筑波大学    64 岡﨑 心美 レジックスポーツ

   41 花島 なつみ 日本体育大学    57 桝井 美咲 鯖江体操スクール

   47 柏木 淑里 筑波大学    59 牛奥 小羽 レジックスポーツ

   42 吉村 萌惠美 日本体育大学    54 木崎 乃音 鯖江体操スクール

   45 森 蒼佳 日本体育大学    55 楠元 妃真 鯖江体操スクール

   46 遠藤　結菜 日本体育大学    56 遠山 結香 鯖江体操スクール

   49 塙 颯香 筑波大学    60 古賀 愛梨 レジックスポーツ

   50 坂谷 りんね 筑波大学    61 中島 楓琳 レジックスポーツ

   52 田島 やまぶき 筑波大学    63 安藤 美紅 レジックスポーツ
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【会場】　サンドーム福井

【期間】　令和4年12月10日～11日 Print Time: 2022/12/09  18:21

第76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

   61 中島 楓琳 レジックスポーツ    72 関塚 結 とらい体操クラブ

   58 山本 七海 鯖江体操スクール    66 山口 幸空 米田功体操クラブ

   59 牛奥 小羽 レジックスポーツ    75 春口 聖璃 とらい体操クラブ

   55 楠元 妃真 鯖江体操スクール    67 湯川 璃多 米田功体操クラブ

   62 加藤 凛 レジックスポーツ    74 田代 葵 とらい体操クラブ

   53 宮田 笙子 鯖江体操スクール    68 権藤 ほの 米田功体操クラブ

   60 古賀 愛梨 レジックスポーツ    71 鈴木 美来 とらい体操クラブ

   63 安藤 美紅 レジックスポーツ    73 沖山 友梨 とらい体操クラブ

   64 岡﨑 心美 レジックスポーツ    76 田畔 優菜 とらい体操クラブ

   54 木崎 乃音 鯖江体操スクール    65 後藤 瑚乃夏 米田功体操クラブ

   56 遠山 結香 鯖江体操スクール    69 水野 壬華 米田功体操クラブ

   57 桝井 美咲 鯖江体操スクール    70 小栗 穂香 米田功体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   87 高木 玲 朝日生命体操クラブ    51 芹田 未果子 筑波大学

   78 林 佑芽 なんば体操クラブーngc    43 芦川 うらら 日本体育大学

   88 大倉 由梨 朝日生命体操クラブ    47 柏木 淑里 筑波大学

   82 西山 実沙 なんば体操クラブーngc    44 坂口 彩夏 日本体育大学

   84 山田 千遥 朝日生命体操クラブ    48 深沢 こころ 筑波大学

   79 中村 遥香 なんば体操クラブーngc    41 花島 なつみ 日本体育大学

   83 松永 亜里紗 朝日生命体操クラブ    49 塙 颯香 筑波大学

   85 岩﨑 夏芽 朝日生命体操クラブ    50 坂谷 りんね 筑波大学

   86 馬場 紗里 朝日生命体操クラブ    52 田島 やまぶき 筑波大学

   80 宗重 奏 なんば体操クラブーngc    42 吉村 萌惠美 日本体育大学

   77 松田 透和 なんば体操クラブーngc    45 森 蒼佳 日本体育大学

   81 川端 凜 なんば体操クラブーngc    46 遠藤　結菜 日本体育大学
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