
【女子個人試技順】

班 № 学年 所属名 クラブ リボン

1 平田 理佳子 ヒラタ リカコ 高2 日ノ本学園高等学校 1 23

2 浅水屋 朱里 アサミズヤ アカリ 高1 野沢南高等学校 2 24

3 小倉 千果 オグラ チカ 高2 中京学院大学附属中京高等学校 3 25

4 木村 明 キムラ メイ 高1 伊那西高校 4 26

5 後藤 汐凛 ゴトウ シオリ 高2 Twinkle Star R.G. 5 27

6 今川 亜美 イマカワ アミ 高2 北星学園女子中学・高等学校 6 28

7 佐竹 日和 サタケ ヒヨリ 高2 藤村女子高等学校/morado 7 29

8 村松 榛 ムラマツ ハル 高2 TUNE　R.G.O/高田北城高等学校 8 30

9 西中 美結 ニシナカ ミユ 高2 CACRG/八千代松陰高校 9 31

10 岩永 茉莉亜 イワナガ マリア 高2 みどり新体操クラブ 10 32

11 佐久間 彩乃 サクマ アヤノ 高2 日本体育大学桜華高等学校/Forte sette 11 33

12 冨田 悠理香 トミタ ユリカ 高1 常葉大学附属常葉高等学校 12 34

13 杉岡 愛梨 スギオカ アイリ 高2 富山県立新湊高校 13 35

14 小坂田 文乃 オサカダ アヤノ 高1 高松第一高等学校 14 36

15 榎本 愛佳 エモト マナカ 高2 OSK新体操スクール 15 37

16 橋本 琴葉 ハシモト コトハ 高3 駒場学園高等学校 16 38

17 永田 詩織 ナガタ シオリ 高1 伊那西高校 17 39

18 斉藤 優花 サイトウ ユウカ 高2 TUNE　R.G.O/高田北城高等学校 18 40

19 佐竹 胡々 サタケ ココ 高1 みやび新体操クラブ 19 41

20 眞下 夏姫 マシモ ナツキ 高1 群馬県立富岡高校　新体操部 20 42

21 松 崎 梨 恩 マツザキ リオン 高3 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 21 43

22 磯野 茜 イソノ アカネ 高2 東金RG／東金高校 22 44

23 山内 紗希 ヤマウチ サキ 高2 丸岡高等学校/maruR.G 23 1

24 朝比奈 咲月 アサヒナ サツキ 高2 常葉大学附属常葉高等学校 24 2

25 植田 あゆ美 ウエダ アユミ 高3 みやび新体操クラブ 25 3

26 増田 優麻 マスダ ユマ 高3 Lala RG/昭和学院高校 26 4

27 長谷川 友香 ハセガワ ユウカ 高2 丸岡高等学校 27 5

28 小西 野乃花 コニシ ノノカ 高2 みやび新体操クラブ 28 6

29 三原 爽 ミハラ ソウ 高2 みどり新体操クラブ 29 7

30 向江 楓 ムカエ カエデ 高1 山形RG 30 8

31 土屋 美鈴 ツチヤ ミスズ 高2 大分高等学校/土屋RGクラブ 31 9

32 長松 みのり ナガマツ ミノリ 高1 Ａｎｉｍｏｎ　ＲＧ/四日市メリノール学院高等学校 32 10

33 松本 莉子 マツモト リコ 高3 丸岡高等学校/ドルチェRG 33 11

34 朽木 ユリア クチキ ユリア 高2 ADAGIO RG 34 12

35 福田 はな那 フクダ ハナナ 高3 中京学院大学附属中京高等学校 35 13

36 小池 萌愛 コイケ モエ 高1 伊那西高校 36 14

37 小澤 萌子 オザワ モエコ 高3 アンジュ/城南静岡高等学校 37 15

38 石田 萌夏 イシダ モエカ 高3 丸岡高等学校/丸岡新体操クラブPHOENIX 38 16

39 樋田 明衣 トイダ メイ 高1 apricot新体操クラブ 39 17

40 小島 彩花 コジマ アヤカ 高3 大垣共立銀行OKB体操クラブ 40 18

41 野馬 澪 ノウマ レイ 高1 伊那西高校 41 19

42 立花 紗弥 タチバナ サヤ 高1 長泉新体操クラブ 42 20

43 岡 美空 オカ ミソラ 高2 ヴェニエラRG/富岡西高校 43 21

44 設楽 叶麗 シタラ カレン 高2 群馬県立富岡高校　新体操部 44 22
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45 菊池 翔 キクチ カケル 高2 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 45 67

46 伊関 春日 イセキ ハルヒ 高1 ミッキー新体操クラブ 46 68

47 上杉 永遠 ウエスギ トワ 高3 北海高等学校 47 69

48 永瀬 麻里 ナガセ マリ 高1 アンジュ/城南静岡高等学校 48 70

49 川瀬 葵ら里 カワセ キラリ 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 49 71

50 松岡 あかり マツオカ アカリ 高3 伊那西高校 50 72

51 佐々木 舞依 ササキ マイ 高2 金沢市立工業高等学校 51 73

52 齋藤 萌久 サイトウ メク 高2 名古屋女子大学高等学校 52 74

53 英 咲良 ハナフサ サクラ 高2 インタークオレス/昭和学院高校 53 75

54 竹中 美羽 タケナカ ミウ 高3 名古屋女子大学高等学校 54 76

55 源内 亜実 ゲンナイ アミ 高2 PLANET 55 77

56 緒方 麗 オガタ ウララ 高2 熊本信愛女学院高等学校 56 78

57 西生 汐 ニシオ キヨ 高2 Shuetto ＲＧ/尚絅高等学校 57 79

58 佐藤 なるみ サトウ ナルミ 高1 ミッキー新体操クラブジュニア 58 80

59 鎌田一華 カマタイハナ 高2 観音寺ＲＧ・エイム 59 81

60 本田 沙理 ホンダ サリ 高3 丸岡高等学校/ドルチェRG 60 82

61 花吉 美柚 ハナヨシ ミユウ 高1 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 61 83

62 成田 佑奈 ナリタ ユナ 高3 伊那西高校 62 84

63 今野 菜穂 コンノ ナオ 高2 日本体育大学桜華高等学校 63 85

64 太田 響 オオタ ヒビキ 高3 nico新体操クラブ 64 86

65 石津 愛莉 イシヅ アイリ 高2 県立中央高校 65 87

66 曽木 郁実 ソギ イクミ 高2 RG SEIKO クラブ 66 88

67 浦田 ふたば ウラタ フタバ 高1 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 67 45

68 荒木 遥月 アラキ ハルナ 高2 富山県立新湊高校 68 46

69 森田 深紅 モリタ ミク 高2 関西中央高校 69 47

70 梅本 茉苗 ウメモト マナエ 高1 日女体大附属二階堂高等学校 70 48

71 齊藤 成緒 サイトウ ナオ 高1 世田谷ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ/国士舘高校 71 49

72 佐々木 望朱 ササキ ミアカ 高2 日女体大附属二階堂高等学校 72 50

73 難波 美紅 ナンバ ミク 高2 山形RG 73 51

74 岩﨑 朝花 イワサキ アサカ 高1 山陽女学園高等部 74 52

75 有働 未媛 ウドウ マア 高2 名古屋女子大学高等学校 75 53

76 濵本 心幸 ハマモト コユキ 高2 八千代松陰高等学校 76 54

77 二木 妃菜 フタギ ヒナ 高3 秋田和洋女子高校 77 55

78 柴山 莉央 シバヤマ リオ 高2 ﾋﾟｭｱR.G（新） 78 56

79 金子 さくら カネコ サクラ 高3 伊那西高校 79 57

80 坂本 美彩 サカモト ミア 高2 世田谷 RG/光明学園相模原高等学校 80 58

81 仲野 舞 ナカノ マイ 高1 SHOYO RG 81 59

82 長坂 このは ナガサカ コノハ 高1 レインボーRGすわ 82 60

83 白川 純凪 シラカワ ジュンナ 高2 駒場学園高等学校 83 61

84 谷口 莉々夏 タニグチ リリカ 高3 伊那西高校 84 62

85 飯田 由香 イイダ ユカ 高3 イオン 85 63

86 小暮 美憂 コグレ ミウ 高1 藤岡新体操クラブ 86 64

87 雲井 萌 クモイ モエ 高1 名古屋女子大学高等学校 87 65

88 岩田 和花奈 イワタ ワカナ 高1 山陽女学園高等部/千月新体操クラブ 88 66
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89 木村 佳菜子 キムラ カナコ 高3 関西中央高校 89 111

90 左髙 奈知 サダカ ナチ 高3 丸岡高等学校/ドルチェRG 90 112

91 岩崎 千紘 イワサキ チヒロ 高1 世田谷ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 91 113

92 丹野 真帆 タンノ マホ 高3 安達新体操クラブ/昭和学院高校 92 114

93 浪内 万菜 ナミウチ マナ 高2 ヴァレンチナ新体操クラブ/尚絅高等学校 93 115

94 大髙 美羽 オオタカ ミウ 高2 apricot新体操クラブ 94 116

95 新開 唯葉 シンカイ ユイハ 高3 伊那西高校 95 117

96 藤森 歩美 フジモリ アユミ 高3 伊那西高校 96 118

97 則久　 麻里奈 ノリヒサ マリナ 高1 ミッキー新体操クラブ 97 119

98 鈴木 希歩 スズキ ノア 高1 常葉大学附属常葉高等学校 98 120

99 岩田 陽代 イワタ ヒヨリ 高2 群馬県立高崎女子高校 99 121

100 伊藤 真唯 イトウ マユ 高2 WingまつもとR・G 100 122

101 塩谷 早紀 シオヤ サキ 高2 常葉大学附属常葉高等学校 101 123

102 上島 珠葵 ウエシマ タマキ 高2 CACRG/八千代松陰高校 102 124

103 小澤 来瞳 オザワ ヒトミ 高2 伊那ジュニア新体操ポーラスター 103 125

104 永嶋 梨乃 ナガシマ リノ 高2 日女体大附属二階堂高等学校 104 126

105 福永 恵子 フクナガ ケイコ 高2 みどり新体操クラブ 105 127

106 今越 清衣奈 イマコシ セイナ 高3 北海高等学校 106 128

107 中川 ゆき乃 ナカガワ ユキノ 高2 パレスRG 107 129

108 西原 彩貴 ニシハラ サキ 高2 駒場学園高等学校 108 130

109 生嶋 明 イクシマ メイ 高1 伊那西高校 109 131

110 青木 もも花 アオキ モモカ 高1 TUNE　R.G.O/関根学園高等学校 110 132

111 福永 朱里 フクナガ アカリ 高1 Detelina 111 133

112 内田 彩希 ウチダ サキ 高2 Ｓｏｒａｅ/四日市高等学校 112 89

113 大石 京花 オオイシ キョウカ 高2 島田ジュニア 113 90

114 田村 菜々子 タムラ ナナコ 高3 ADACHIRG/八千代松陰高校 114 91

115 森 智咲 モリ チサキ 高1 Detelina 115 92

116 上條 歩奈 カミジョウ アユナ 高2 WingまつもとR・G 116 93

117 植松 智子 ウエマツ トモコ 高3 エンジェルRGカガワ日中 117 94

118 稲葉 亜依 イナバ アイ 高2 となみRGクラブ 118 95

119 後藤 末莉 ゴトウ マツリ 高1 イオン鈴鹿 119 96

120 永坂 柚奈 ナガサカ ユウナ 高1 グレ-ス/駒場学園高等学校 120 97

121 加島 百笑 カシマ モモエ 高1 埼玉県立浦和北高等学校/ForteSette 121 98

122 関矢 歩実 セキヤ アユミ 高3 常葉大学附属常葉高等学校 122 99

123 下田 沙良 シモダ サラ 高2 Ａｎｉｍｏｎ　ＲＧ/四日市メリノール学院高等学校 123 100

124 島田 せりな シマダ セリナ 高2 伊那西高校 124 101

125 細川 粋 ホソカワ スイ 高1 アンジュ/城南静岡高等学校 125 102

126 塚本 美結 ツカモト ミユ 高1 中京学院大学附属中京高等学校 126 103

127 岩本 絵里佳 イワモト エリカ 高2 パレスRG 127 104

128 堅田 希颯 カタダ ノノカ 高1 日ノ本学園高等学校 128 105

129 二木 乃愛 フタツギ ノア 高1 WingまつもとR・G/昭和学院高校 129 106

130 浅野 紗矢 アサノ サヤ 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 130 107

131 舛田 海紗 マスダ ミサ 高3 富山県立新湊高校 131 108

132 鈴木 美久 スズキ ミク 高2 藤村女子高等学校/morado 132 109

133 塚岡 菜々美 ツカオカ ナナミ 高2 OSK新体操クラブ 133 110
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134 水谷 梨紗 ミズタニ リサ 高2 イオン鈴鹿 134 155

135 安藤 愛莉 アンドウ アイリ 高2 日ノ本学園高等学校 135 156

136 前田 奈穂 マエダ ナホ 高1 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 136 157

137 吉川 心彩 ヨシカワ ミヤ 高1 駒場学園高等学校 137 158

138 守屋 ひより モリヤ ヒヨリ 高1 レインボーRGすわ 138 159

139 大島 凛子 オオシマ リンコ 高2 名古屋女子大学高等学校 139 160

140 水野 紗彩 ミズノ サアヤ 高1 となみRGクラブ 140 161

141 宮岡 柚季 ミヤオカ ユズキ 高3 ADACHIRG/駒場学園高校 141 162

142 荒木 琴都 アラキ コト 高2 富山県立新湊高校 142 163

143 野村 明日香 ノムラ アスカ 高2 Twinkle Star R.G. 143 164

144 須藤 華蓮 スドウ カレン 高1 常葉大学附属常葉高等学校 144 165

145 齊藤 菜友 サイトウ ナユ 高1 伊那西高校 145 166

146 森 さくら モリ サクラ 高1 ＬＵＣＥ ＲＧ/横浜隼人高等学校 146 167

147 池田 穂 イケダ ミノリ 高3 日ノ本学園高等学校 147 168

148 石澤 春菜 イシザワ ハルナ 高1 ｳ-ﾏﾝｽﾞ新体操ｸﾗﾌﾞ 148 169

149 小林 真奈里 コバヤシ マナリ 高1 伊那西高校 149 170

150 谷澤 月渚 タニサワ ルナ 高1 伊那西高校 150 171

151 佐々木 天美 ササキ アマミ 高1 北星学園女子中学・高等学校 151 172

152 仲神 夢乃 ナカガミ ユメノ 高3 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 152 173

153 渡辺 心渚 ワタナベ ココナ 高1 apricot新体操クラブ 153 174

154 中澤 怜那 ナカザワ レナ 高3 世田谷 RG 154 175

155 岩崎 璃子 イワサキ リコ 高2 アンジュ/城南静岡高等学校 155 134

156 恩田 瞳 オンダ ヒトミ 高3 ヒューマンＲＧ/城西大学附属城西高等学校 156 135

157 森 麻奈未 モリ マナミ 高2 アイリス新体操クラブ/流通経済大学付属柏高等学校 157 136

158 高垣 聖菜 タカガキ セイナ 高2 駒場学園高等学校 158 137

159 小池 萌々華 コイケ モモカ 高3 伊那西高校 159 138

160 重見 璃里 シゲミリリ 高2 樟蔭高等学校 160 139

161 有村 文里 アリムラ アヤリ 高2 熊本信愛女学院高等学校 161 140

162 山口 永遠 ヤマグチ トワ 高3 町田RG 162 141

163 入江 花菜 イリエ ハナ 高1 千葉RGクラブ/八千代松陰高等学校 163 142

164 干場 知優里 ホシバ チユリ 高1 みやび新体操クラブ 164 143

165 達城 優菜 タツシロ ユウナ 高3 名古屋女子大学高等学校 165 144

166 吉川 千尋 ヨシカワ チヒロ 高3 関西中央高校 166 145

167 一尾 真瑚 イチオ マコ 高1 Detelina 167 146

168 山田 朱音 ヤマダ アカネ 高2 町田RG/光明学園相模原高等学校 168 147

169 続 あい梨 ツヅキ アイリ 高2 北星学園女子中学・高等学校 169 148

170 片野 里菜 カタノ リナ 高2 駒場学園高等学校/ウーマンズ新体操クラブ 170 149

171 山田 千尋 ヤマダ チヒロ 高2 藤村女子高等学校/morado 171 150

172 後藤 栞奈 ゴトウ カンナ 高3 西武台高等学校 172 151

173 河本 夏歩 カワモト カホ 高1 YＵU　RG 173 152

174 海野 晴子 ウンノ ハルコ 高3 アンジュ/城南静岡高等学校 174 153

175 藤原 いずみ フジワラ イズミ 高3 関西中央高校 175 154
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176 吉野 萌花 ヨシノ モエカ 高1 日女体大附属二階堂高等学校 176 197

177 河西 歩紀 カサイ ホノリ 高3 新体操クラブオリーブ 177 198

178 孕石 あこ ハラミシ アコ 高2 常葉大学附属常葉高等学校 178 199

179 信田 奈緒 ノブタ ナオ 高2 CACRG/八千代松陰高校 179 200

180 高橋 美空 タカハシ ミク 高2 グレ-ス/日本女子体育大学附属二階堂高等学校 180 201

181 中村 亜未 ナカムラ アミ 高2 富山県立新湊高校 181 202

182 鈴木 沙菜 スズキ サナ 高1 ブルーローズ/横浜隼人高校 182 203

183 三浦 緋莉 ミウラ ヒマリ 高3 飛行船新体操クラブ 183 204

184 堀川 和紗 ホリカワ カズサ 高3 丸岡高等学校/ドルチェRG 184 205

185 ケイリー コザスキー ケイリー コザスキー 高1 Corail新体操クラブ 185 206

186 早坂 愛雪 ハヤサカ マユキ 高3 北海高等学校 186 207

187 杉田 蓮 スギタ レン 高1 金沢市立工業高等学校 187 208

188 堀越 麻央 ホリコシ マオ 高2 駒場学園高等学校 188 209

189 小平 はるか コダイラ ハルカ 高3 伊那西高校 189 210

190 秋山 菜実 アキヤマ ナミ 高3 中京学院大学附属中京高等学校 190 211

191 的場 莉実 マトバ リミ 高3 丸岡高等学校 191 212

192 瀧本 絢友 タキモト アユ 高3 みどり新体操クラブ 192 213

193 皆見 ひなつ ミナミ ヒナツ 高2 八千代松陰高等学校 193 214

194 大島 音羽 オオシマ オトハ 高1 アミューズ新体操クラブ 194 215

195 伊藤 海音 イトウ ミオン 高3 名古屋女子大学高等学校 195 216

196 赤池 桜子 アカイケ サクラコ 高3 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 196 217

197 加藤 芽衣 カトウ メイ 高1 Detelina 197 176

198 村上 鞠奈 ムラカミ マリナ 高2 駒場学園高等学校 198 177

199 林 美梨香 ハヤシ ミリカ 高2 エンジェルRGカガワ日中 丸亀 199 178

200 井上 真奈実 イノウエ マナミ 高2 Shuetto ＲＧ/県立翔陽高等学校 200 179

201 石原 愛菜 イシハラ アイナ 高1 名古屋女子大学高等学校 201 180

202 一柳 梨音 イチヤナギ リオン 高1 Detelina 202 181

203 大久保 桜 オオクボ サクラ 高1 ジュネスRG/緑が丘女子高校 203 182

204 鳥丸 万梨子 トリマル マリコ 高2 NOVA新体操クラブ/茨城高等学校 204 183

205 野瀬 桃花 ノセ モモカ 高2 樟蔭高等学校（新） 205 184

206 工藤　 瑠々花 クドウ ルルカ 高1 北星学園女子中学・高等学校 206 185

207 伊坪 詩 イツボ ウタ 高1 藤岡新体操クラブ/昭和学院高校 207 186

208 竹内 佑季 タケウチ ユウキ 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 208 187

209 伊東 葉月 イトウ ハズキ 高3 伊那西高校 209 188

210 高野 里香 タカノ リカ 高3 WingまつもとR・G 210 189

211 大和田 梨緒 オオワダ リオ 高1 NOVA新体操クラブ/水戸第二高等学校 211 190

212 遠藤 美桜 エンドウ ミオ 高2 山形RG 212 191

213 斎藤 雪里 サイトウ ユリ 高3 CACRG/八千代松陰高校 213 192

214 中原 寧々 ナカハラ ネネ 高3 東京ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ/専修大学附属高等学校 214 193

215 殿山 梨奈 トノヤマ リナ 高2 日ノ本学園高等学校 215 194

216 竹本 光希 タケモト ミルキ 高1 東金RG／東金高校 216 195

217 西内 真白 ニシウチ マシロ 高1 ミッキー新体操クラブ 217 196

５班

４２
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218 木本 和沙 キモト カズサ 高3 みやび新体操クラブ 218 239

219 小林 朱里 コバヤシ シュリ 高3 丸岡高等学校/丸岡新体操クラブPHOENIX 219 240

220 井馬 翠汐 インマ スイセ 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 220 241

221 坂本 千怜 サカモト チサト 高3 レインボーRGすわ 221 242

222 鵜鷹 くるみ ウタカ クルミ 高2 ヒューマンＲＧ/クラーク記念国際高等学校 222 243

223 永井 真奈美 ナガイ マナミ 高2 長泉RG 223 244

224 西村 美咲 ニシムラ ミサキ 高1 山陽女学園高等部 224 245

225 尾崎 陽菜 オザキ ヒナ 高1 ヒューマンＲＧ/星野高等学校 225 246

226 北脇 爽 キタワキ サヤ 高3 北海高等学校 226 247

227 丸山 朔夜 マルヤマ サクヤ 高3 WingまつもとR・G 227 248

228 長棟 紗良 ナガムネ サラ 高1 駒場学園高等学校 228 249

229 横田 月菜 ヨコタ ルナ 高2 ミッキー新体操クラブ 229 250

230 漆原 沙和 ウルシハラ サワ 高1 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 230 251

231 荒井 果穂 アライ カホ 高1 緑ヶ丘女子高等学校/Twinkle Star R.G 231 252

232 山井 柚奈 ヤマイ ユナ 高2 となみRGクラブ 232 253

233 矢島 愛理 ヤジマ アイリ 高1 伊那西高校 233 254

234 山口 夕凜 ヤマグチ ユリン 高1 町田RG/光明学園相模原高等学校 234 255

235 川口 夏奈 カワグチ カナ 高1 Twinkle Star R.G. 235 256

236 進藤 うらら シンドウ ウララ 高2 千葉RGクラブ/昭和学院高校 236 257

237 西田 朱遥 ニシダ スバル 高1 Detelina 237 258

238 森 光彩 モリ ヒイロ 高2 ヴェニエラRG/富岡西高校 238 259

239 細野 仁那 ホソノ ニイナ 高2 八千代松陰高等学校 239 218

240 篠田 紅愛 シノダ クレア 高2 レインボーRGすわ 240 219

241 長田 七海 オサダ ナナミ 高1 常葉大学附属常葉高等学校 241 220

242 三ツ木 玲夏 ミツキ レイナ 高1 長泉新体操クラブ 242 221

243 鈴木 結名 スズキ ユナ 高3 ローザ新体操クラブ 243 222

244 塚田 夕華 ツカダ ユウカ 高1 ジュネスRG/緑が丘女子高校 244 223

245 宮本栞 ミヤモトシオリ 高2 ヴェニエラRG/富岡西高校 245 224

246 四月朔日 桐子 ワタヌキ トウコ 高2 金沢市立工業高等学校 246 225

247 椎名 李佳 シイナ モモカ 高1 東金RG／東金高校 247 226

248 松井 遥依 マツイ ハルイ 高3 富山県立新湊高校 248 227

249 達城 桃香 タツシロ モモカ 高1 名古屋女子大学高等学校 249 228

250 山田 愛乃 ヤマダ アイノ 高2 イオン 250 229

251 細川 葵菜 ホソカワ アイナ 高1 ミッキー新体操クラブ 251 230

252 長尾 日乃花 ナガオ ヒノカ 高1 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 252 231

253 津田 結羽 ツダ ユウハ 高1 アミューズ新体操クラブ 253 232

254 大和 流奈 ヤマト ルナ 高2 ビクトリアRG/小松島高校 254 233

255 赤嶺 キアラ アカミネ キアラ 高2 Corail新体操クラブ 255 234

256 下野 暖佳 シモノ ハルカ 高1 Ａｎｉｍｏｎ　ＲＧ/四日市メリノール学院高等学校 256 235

257 尾﨑史奈 オザキフミナ 高2 Ｓｏｒａｅ/私立鈴鹿高校 257 236

258 中浦 玲楠 ナカウラ レナ 高3 伊那西高校 258 237

259 五十嵐 彩映 イガラシ サエ 高1 CACRG/八千代松陰高校 259 238
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