
１２日 ジュニア フープ

試技順 選手名 所属名 Ｄ Ｅ 減点 得点

1 河本 夏歩 YUU　ＲＧ

2 椎名 李佳 東金ＲＧ

3 山田 愛乃 イオン

4 山田 朱音 町田ＲＧ

5 竹本 光希 東金ＲＧ

6 岩崎 千紘 世田谷ジュニア新体操クラブ

7 末永 柚月 イオン

8 前田 奈穂 アリシエ兵庫

9 堅田 希颯 宝塚サニー新体操クラブ

１２日 ジュニア ボール

試技順 選手名 所属名 Ｄ Ｅ 減点 得点

1 竹本 光希 東金ＲＧ

2 岩崎 千紘 世田谷ジュニア新体操クラブ

3 末永 柚月 イオン

4 前田 奈穂 アリシエ兵庫

5 堅田 希颯 宝塚サニー新体操クラブ

6 河本 夏歩 YUU　ＲＧ

7 椎名 李佳 東金ＲＧ

8 山田 愛乃 イオン

9 山田 朱音 町田ＲＧ



１２日 シニア フープ

1 植松 智子 エンジェルRGカガワ日中

2 清澤 毬乃 日本女子体育大学

3 藤井 雅 ピュアR.G/日女体大附属二階堂高校

4 猪又 涼子 日本女子体育大学

5 柴山 瑠莉子 イオン

6 大岩 千未来 イオン

7 河崎 羽珠愛 イオン

8 佐藤 京香 NOVA新体操クラブ

9 早川 さくら イオン

10 亀井 理恵子 東京女子体育大学/世田谷ジュニア

11 桜井 華子 エンジェルRGカガワ日中丸亀

12 飯田 由香 イオン

13 古井 里奈 国士舘大学

14 藤岡 里沙乃 東京女子体育大学

15 小西 野乃花 みやび新体操クラブ

団体 ロープ5 ジュニア選抜チーム

１２日 シニア ボール

1 佐藤 京香 NOVA新体操クラブ

2 早川 さくら イオン

3 亀井 理恵子 東京女子体育大学/世田谷ジュニア

4 桜井 華子 エンジェルRGカガワ日中丸亀

5 飯田 由香 イオン

6 古井 里奈 国士舘大学

7 藤岡 里沙乃 東京女子体育大学

8 小西 野乃花 みやび新体操クラブ

9 植松 智子 エンジェルRGカガワ日中

10 清澤 毬乃 日本女子体育大学

11 藤井 雅 ピュアR.G/日女体大附属二階堂高校

12 猪又 涼子 日本女子体育大学

13 柴山 瑠莉子 イオン

14 大岩 千未来 イオン

15 河崎 羽珠愛 イオン



１３日 シニア クラブ

1 藤井 雅 ピュアR.G/日女体大附属二階堂高校

2 猪又 涼子 日本女子体育大学

3 柴山 瑠莉子 イオン

4 大岩 千未来 イオン

5 河崎 羽珠愛 イオン

6 佐藤 京香 NOVA新体操クラブ

7 早川 さくら イオン

8 亀井 理恵子 東京女子体育大学/世田谷ジュニア

9 桜井 華子 エンジェルRGカガワ日中丸亀

10 飯田 由香 イオン

11 古井 里奈 国士舘大学

12 藤岡 里沙乃 東京女子体育大学

13 小西 野乃花 みやび新体操クラブ

14 植松 智子 エンジェルRGカガワ日中

15 清澤 毬乃 日本女子体育大学

１３日 シニア リボン

1 亀井 理恵子 東京女子体育大学/世田谷ジュニア

2 桜井 華子 エンジェルRGカガワ日中丸亀

3 飯田 由香 イオン

4 古井 里奈 国士舘大学

5 藤岡 里沙乃 東京女子体育大学

6 小西 野乃花 みやび新体操クラブ

7 植松 智子 エンジェルRGカガワ日中

8 清澤 毬乃 日本女子体育大学

9 藤井 雅 ピュアR.G/日女体大附属二階堂高校

10 猪又 涼子 日本女子体育大学

11 柴山 瑠莉子 イオン

12 大岩 千未来 イオン

13 河崎 羽珠愛 イオン

14 佐藤 京香 NOVA新体操クラブ

15 早川 さくら イオン

団体 フープ5 日本女子体育大学

団体 フープ5 フェアリー ジャパン ＰＯＬＡ



１３日 ジュニア クラブ

試技順 選手名 所属名 Ｄ Ｅ 減点 得点

1 山田 愛乃 イオン

2 山田 朱音 町田ＲＧ

3 竹本 光希 東金ＲＧ

4 岩崎 千紘 世田谷ジュニア新体操クラブ

5 末永 柚月 イオン

6 前田 奈穂 アリシエ兵庫

7 堅田 希颯 宝塚サニー新体操クラブ

8 河本 夏歩 YUU　ＲＧ

9 椎名 李佳 東金ＲＧ

団体 ロープ5 ジュニア選抜チーム

１３日 ジュニア リボン

試技順 選手名 所属名 Ｄ Ｅ 減点 得点

1 末永 柚月 イオン

2 前田 奈穂 アリシエ兵庫

3 堅田 希颯 宝塚サニー新体操クラブ

4 河本 夏歩 YUU　ＲＧ

5 椎名 李佳 東金ＲＧ

6 山田 愛乃 イオン

7 山田 朱音 町田ＲＧ

8 竹本 光希 東金ＲＧ

9 岩崎 千紘 世田谷ジュニア新体操クラブ

団体 ボール3＋ロープ2 日本女子体育大学

団体 ボール3＋ロープ3 フェアリー ジャパン ＰＯＬＡ


