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55 ユニバ枠11 駒澤大学 25 安里　れみ オリオンスポーツクラブ御幸

56 本田　沙禾 鯖江高校 26 川上　紗輝 ZERO体操クラブ ※

57 渡邊　琴美 静岡産業大学クラブ 27 西山　実沙 なんば体操クラブーｎｇｃ ※

58 ユニバ枠2 筑波大学 28 水野　壬華 米田功体操クラブ ※

59 本宮　佳奈 順天堂大学 29 岩田　七海 鶴見ジュニア体操クラブ

60 ユニバ枠1 日本体育大学 30 桝井　美咲 鯖江体操スクール

61 山戸　陽茉 鯖江体操スクール 31 長　優里 鯖江体操スクール

62 ユニバ枠7 仙台大学 32 高木　藍 順天堂大学

63 木崎　乃音 鯖江体操スクール 33 梅本　咲和 ならわ体操クラブ ※

64 峯野　葵子 大垣共立銀行OKB体操クラブ 34 梶田　凪 中京大学

65 新山　愛望 順天堂大学 35 鈴木　望未 相好体操クラブ

66 ユニバ枠3 順天堂大学 36 柏木　淑里 筑波大学

67 大村　瑠里 中京ジムナスティツククラブ 37 槇林　凛 順天堂大学

68 中島　楓琳 レジックスポーツ 38 北田　絢女 大阪体育大学

69 高原　菜心 スペース姫路体操クラブ 39 森　蒼佳 日本体育大学

70 ユニバ枠12 国士舘大学 40 中濱　汐里 ZERO体操クラブ

71 ユニバ枠6 武庫川女子大学 41 関塚　　結 とらい体操クラブ

72 田島　やまぶき 筑波大学 42 小川　明日香 日本女子体育大学

73 ユニバ枠9 中京大学 43 大桃　若芽 日本女子体育大学

74 田畔　優菜 とらい体操クラブ ※ 44 内山　由綺 （公財）栃木県スポーツ協会

75 大倉　由梨 朝日生命体操クラブ ※ 45 権藤　ほの 米田功体操クラブ

76 蛯谷　花音 シコンスポーツクラブ 46 松田　里奈 弘前学院聖愛クラブ

77 ユニバ枠5 東京女子体育大学 47 西田　采永 ネクスト体操クラブ

78 ユニバ枠8 大阪体育大学 48 川端　凛 なんば体操クラブーｎgｃ

79 久保田　麗音 スペース姫路体操クラブ ※ 49 遠藤　結菜 日本体育大学

80 山本　千夏 日本体育大学 50 坂谷　りんね 筑波大学

81 ユニバ枠4 日本女子体育大学 51 松永　亜里紗 朝日生命体操クラブ

82 神野　優奈 日本体育大学 52 戸島　彩香 山梨ジュニア体操クラブ ※

83 ユニバ枠10 静岡産業大学 53 森井　一花 ZERO体操クラブ ※

84 渡邉　怜美 中京ジムナスティツククラブ ※ 54 岩崎　夏芽 朝日生命体操クラブ

BIB 氏名 所属 資格

1 楠元　妃真 鯖江体操スクール

2 宮田　笙子 鯖江体操スクール

3 坂口　彩夏 日本体育大学

4 畠田　千愛 セントラルスポーツ

5 竹澤　薫子 山梨ジュニア体操クラブ

6 山田　千遥 朝日生命体操クラブ

7 芦川　うらら 日本体育大学

8 國府方　杏月 日本体育大学

9 渡部　葉月 中京ジムナスティツククラブ

10 山口　幸空 米田功体操クラブ ※

11 深沢　こころ 筑波大学

12 笠原　有彩 レジックスポーツ

13 芹田　未果子 筑波大学

14 牛奥　小羽 レジックスポーツ

15 山本　七海 鯖江体操スクール

16 徳次　亜優 ディナモ体操クラブ

17 田代　　葵 とらい体操クラブ

18 曽根崎　しず＜ 鳥栖体操クラブ

19 宮川　紗江 サンミュージックプロダクション

20 中村　遥香 なんば体操クラブーｎｇｃ ※

21 岡村　　真 相好体操クラブ

22 石橋　　萌 鶴見ジュニア体操クラブ

23 松田　透和 なんば体操クラブーｎｇｃ/相愛学園

24 岸　里奈 戸田市スポーツセンター
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・資格欄の※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もの（参加申し込み後に正式に確定。）
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