
所属団体名
1 1 三桜電気⼯業株式会社 社会⼈１位
2 2 井原ジュニア新体操クラブ 社会⼈２位
3 3 ⻘森⼤学 インカレ1位 インカレ1位

4 4 国⼠舘⼤学 インカレ2位 インカレ2位

5 5 花園⼤学 インカレ3位 インカレ3位

6 6 福岡⼤学 インカレ5位 インカレ5位

7 7 仙台⼤学 インカレ7位 インカレ7位

8 8 県⽴神埼清明⾼等学校 インハイ1位 インハイ1位

9 9 岡⼭県⽴井原⾼等学校 インハイ2位 インハイ2位

10 10 清⾵⾼等学校 インハイ5位 インハイ5位

11 11 ⼩林秀峰⾼等学校 インハイ6位 インハイ6位

12 12 坂出⼯業⾼等学校 インハイ7位 インハイ7位

13 13 宮城県名取⾼等学校 インハイ8位 インハイ8位

14 14 ⻘森⼭⽥⾼等学校 団体選⼿権１位● インハイ4位
15 15 神埼ジュニア新体操クラブ 団体選⼿権２位 ※中2以上
16 16 北海道恵庭南⾼等学校 団体選⼿権３位● インハイ3位

※インターハイ・団体選⼿権の結果は、●が付いている⽅が優先されます。
※同⼀チーム1チームの為、インカレ4・6位は除く

所属団体名
1 1 ⽇本⼥⼦体育⼤学 インカレ１位
2 2 東京⼥⼦体育⼤学 インカレ２位
3 3 国⼠舘⼤学 インカレ３位
4 4 ⽇本体育⼤学 インカレ４位
5 5 中京⼤学 インカレ５位
6 6 武庫川⼥⼦⼤学 インカレ６位
7 7 昭和学院⾼校 インハイ１位
8 8 城南静岡⾼等学校 インハイ２位
9 9 ⾼松学園伊那⻄⾼等学校 インハイ３位

10 10 常葉⼤学附属常葉⾼等学校 インハイ４位
11 11 名古屋⼥⼦⼤学⾼等学校 インハイ５位
12 12 御所野学院⾼等学校 インハイ６位
13 13 すみれRG クラブ団体１位
14 14 奈良⽂化R.G クラブ団体２位
15 15 アンジュ クラブ団体３位
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⽒名 所属団体名① 所属団体名②
1 ⾅井優華 ⼤垣共⽴銀⾏OKB体操クラブ 社会⼈１
2 佐能諒⼀ KOKUSHIKAN RG 社会⼈２
3 ⽊村功 清⾵R.G. 社会⼈３
4 野渕昇 キートス新体操クラブ 社会⼈４
5 伊東駿 仙台⼤RG 社会⼈５
6 福永将司 国⼠舘⼤学 インカレ１
7 佐久本歩夢 ⻘森⼤学 インカレ２
8 安藤梨友 ⻘森⼤学 インカレ３
9 川東拓⽃ 国⼠舘⼤学 インカレ４
10 栗⼭巧 福岡⼤学 インカレ５
11 ⽯川裕平 国⼠舘⼤学 インカレ６
12 ⽥中啓介 国⼠舘⼤学 インカレ７
13 堀孝輔 同志社⼤学 インカレ８
14 吉村⿓⼆ 国⼠舘⼤学 インカレ９
15 ⽵内陸 花園⼤学 インカレ１０
16 城市拓⼈ ⻘森⼤学 インカレ１１
17 清⽔琢⺒ ⻘森⼤学 インカレ１２
18 森多悠愛 花園⼤学 インカレ１３
19 ⽔⼾舜也 国⼠舘⼤学 インカレ１４
20 持舘将貴 ⻘森⼤学 インカレ１５
21 佐藤綾⼈ ⻘森⼤学 インカレ１６
22 ⼀⼾佑真 国⼠舘⼤学 インカレ１７
23 佐藤颯⼈ ⻘森⼤学 インカレ１８
24 佐久本和夢 ⻘森⼭⽥⾼等学校 選抜１位● ユース7
25 岩渕緒久⽃ 県⽴尼崎⻄⾼等学校 選抜５位●
26 森園颯⼤ れいめい⾼等学校 選抜６位●
27 ⽥⼝将 北海道恵庭南⾼等学校 ユース1 選抜３位●
28 ⽥中涼介 ⻘森⼭⽥⾼等学校 ユース2●
29 吉村航也 北海道恵庭南⾼等学校 ユース3 選抜7位●
30 向⼭蒼⽃ 国⼠舘⾼等学校 ユース4 選抜2位●
31 遠藤那央⽃ 宮城県名取⾼等学校 ユース5●
32 織⽥⼀明 OKB体操クラブ/済美⾼ ユース6●
33 松永健⼈ OKB体操クラブ/済美⾼ ユース8●
34 ⽯橋知也 神埼ジュニア新体操クラブ ユース9●
35 尾上達哉 清⾵⾼等学校 ユース10●
36 佐藤嘉⼈ TEAM BLUE（BLEU TOKYO KIDS） クラブ1
37 ⾦⽥翼佐 TEAM BLUE（BLEU TOKYO KIDS） クラブ2
38 河野主尚 KOKUSHIKAN RG クラブ3
39 河野純信 国⼠舘 クラブ4
40 浅尾素成 KOKUSHIKAN RG クラブ5

辞退  ⼤野哲平  四⽇市⾼等学校  選抜４位●

第71回全⽇本新体操選⼿権⼤会 予選通過者【男⼦個⼈】
予選⼤会
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※選抜・ユースの結果は、●が付いている⽅が優先されます。その為、ユース枠3つ繰り下げ。
※選抜枠から辞退申告があったため繰り上げをしました。選抜7位の成績が優先され、ユース枠1つ繰り下げ。



⽒名 所属団体名① 所属団体名②
1 古井⾥奈 国⼠舘⼤学 インカレ１位
2 清澤毬乃 ⽇本⼥⼦体育⼤学 インカレ４位
3 桜井華⼦ 環太平洋⼤学 インカレ５位
4 藤井雅 ⽇本⼥⼦体育⼤学 ピュアR.G インカレ６位 クラブ選⼿権11位

5 中村花 ⽇本⼥⼦体育⼤学 インカレ８位
6 森夜梨⼦ ⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学 インカレ１０位

7 星綾⾳ 東京⼥⼦体育⼤学 インカレ１１位

8 ⻄本優 武庫川⼥⼦⼤学 インカレ１２位

9 渡邊真帆 東京⼥⼦体育⼤学 インカレ１３位

10 辻村佳奈 椙⼭⼥学園⼤学 インカレ１４位

11 ⼤岩千未来 あずさ第⼀⾼等学校 選抜１位
12 猪⼜涼⼦ ポーラ☆スターRG ⽇本⼥⼦体育⼤学 クラブ選⼿権2位 インカレ２位
13 河崎⽻珠愛 イオン 早稲⽥⼤学 クラブ選⼿権3位 インカレ３位
14 ⻲井理恵⼦ 世⽥⾕RG 東京⼥⼦体育⼤学 クラブ選⼿権5位 インカレ９位
15 藤岡⾥沙乃 ラヴィール クラブ選⼿権6位

16 堂園明⾹⾥ 安達新体操クラブ クラブ選⼿権7位

17 喜⽥純鈴 エンジェルRGカガワ⽇中丸⻲ クラブ選⼿権10位

18 五⼗嵐遥菜 NOVA新体操クラブ ⽇本⼥⼦体育⼤学 クラブ選⼿権12位 インカレ７位
19 植松智⼦ エンジェルRGカガワ⽇中丸⻲ クラブ選⼿権14位

20 佐藤京⾹ NOVA新体操クラブ ⽇本⼥⼦体育⼤学 クラブ選⼿権15位 インカレ１５位

21 柴⼭瑠莉⼦ イオン ユース１位 クラブ選⼿権1位

22 ⼭⽥愛乃 イオン ユース２位
23 飯⽥由⾹ イオン クラーク記念国際⾼等学校 ユース３位 選抜２位
24 ⼩⻄野乃花 みやび新体操クラブ ユース４位
25 松坂玲奈 ヴェニエラRG/富岡⻄⾼校 ユース５位 クラブ選⼿権9位

26 中澤怜那 世⽥⾕ジュニア新体操クラブ ユース６位 クラブ選⼿権8位

27 ⽯井陽向 安達新体操クラブ/昭和学院 昭和学院⾼校 ユース７位 選抜３位 クラブ選⼿権4位

28 坂本美彩 世⽥⾕ジュニア新体操クラブ ユース８位 クラブ選⼿権13位

29 篠原枝令菜 Rhythmic Brains Japan ユース９位
30 仲宗根華乃 世⽥⾕RG/国⼠舘⾼校 ユース１０位
31 熊⾕咲乃 アミー新体操クラブ/梅花⾼等学校 ユース１１位
32 ⽊部真由莉 丸岡⾼等学校 ユース１２位
33 海野晴⼦ アンジュ/城南静岡⾼等学校 ユース１３位
34 安藤愛莉 ⽇ノ本学園⾼等学校 ユース１４位
35 滑川美空 NOVA新体操クラブ/常磐⼤⾼ ユース１５位
36 今岡⾥奈 ふじしま新体操クラブ ユース１６位
37 藤井陽 ピュアR.G/⽇⼥体⼤附属⼆階堂⾼校 ユース１７位
38 中村胡桃 昭和学院/Dream☆Inter･Cuoles ユース１８位
39 ⼆⽊妃菜 秋⽥和洋⼥⼦⾼校 ユース１９位
40 宮岡柚季 安達新体操クラブ/駒場⾼校 ユース２０位

第71回全⽇本新体操選⼿権⼤会 予選通過者【⼥⼦個⼈】
予選⼤会
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