
所属団体名
1 青森山田高等学校 団体選手権１

2 清風高等学校 団体選手権２

3 北海道恵庭南高等学校 団体選手権３

4 井原高等学校 インターハイ1

5 神埼清明高等学校 インターハイ2

6 小林秀峰高等学校 インターハイ3

7 盛岡市立高等学校 インターハイ4

8 坂出工業高等学校 インターハイ5

9 埼玉栄高等学校 インターハイ6

10 青森大学 インカレ1

11 福岡大学 インカレ2

12 花園大学 インカレ3

13 国士舘大学 インカレ4

14 仙台大学 インカレ5

15 小林R.G 社会人1

16 Re：take 社会人2

所属団体名
1 常葉大学附属常葉高等学校 インターハイ1

2 鹿児島純心女子高等学校 インターハイ2

3 伊那西高等学校 インターハイ3

4 中村学園女子高等学校 インターハイ4

5 金蘭会高等学校 インターハイ5

6 昭和学院高等学校 インターハイ6

7 日本女子体育大学 インカレ1

8 武庫川女子大学 インカレ2

9 東京女子体育大学 インカレ3

10 国士舘大学 インカレ4

11 日本体育大学 インカレ5

12 中京大学 インカレ6

13 TESORO クラブ団体1

14 きらり☆岡山新体操クラブ クラブ団体2

15 インタークオレス クラブ団体3 繰り上げ9/2

16 morado クラブ団体4 繰り上げ9/4

すみれRG クラブ団体1 金蘭会高校/すみれRGで参加確認

静岡RG クラブ団体1 常葉大常葉高校/静岡RGで参加確認

令和1年9月4日

第72回全日本新体操選手権大会　予選通過団体【男子団体】
※インターハイ結果は団体選手権を除いた上位6チーム

第72回全日本新体操選手権大会　予選通過団体【女子団体】
※クラブ団体は、インターハイを除く上位4チーム　※辞退があった場合繰上げ補充を行う

予選大会

予選大会



氏名 所属団体名① 所属団体名②
1 森谷　祐夢 国士舘高等学校 選抜1

2 遠藤那央斗 宮城県名取高等学校 選抜2

3 東本　侑也 広陵高等学校 選抜3

4 岩渕緒久斗 尼崎西高等学校 選抜4

5 田中　涼介 青森山田高等学校 選抜5

6 大西　竣介 北海道恵庭南高等学校 選抜6

7 佐久本和夢 青森山田高等学校 ユース1

8 尾上　達哉 清風高等学校 ユース2

9 村地　廉人 OKB体操クラブ/済美高校 ユース3

10 森園　颯大 シュテル新体操ク/れいめい高校 ユース4

11 細谷　悠樹 盛岡市立高等学校 ユース5

12 田窪　莉久 シュテル新体操ク/れいめい高校 ユース6

13 安藤　梨友 青森大学 インカレ1

14 城市　拓人 青森大学 インカレ2

15 川東　拓斗 国士舘大学 インカレ3

16 堀　　孝輔 同志社大学 インカレ4

17 佐藤　颯人 青森大学 インカレ5

18 佐藤　嘉人 青森大学 インカレ6

19 佐藤　綾人 青森大学 インカレ7

20 石川　裕平 国士舘大学 インカレ8

21 向山　蒼斗 国士舘大学 インカレ9

22 田中　啓介 国士舘大学 インカレ10

23 森多　悠愛 花園大学 インカレ11

24 満仲　進哉 青森大学 インカレ12

25 水戸　舜也 国士舘大学 インカレ13

26 金田　翼佐 青森大学 インカレ14

27 小川　恭平 花園大学 インカレ15

28 吉田　和真 青森大学 インカレ16

29 岩渕翔之介 花園大学 インカレ17

30 吉村　航也 花園大学 インカレ18

31 臼井　優華 大垣共立銀行OKB体操クラブ クラブ1

32 吉村　翔太 KOKUSHIKAN　RG クラブ2

33 安藤　未藍 大垣共立銀行OKB体操クラブ クラブ3

34 斉藤　祐磨 栄RG クラブ4

35 野渕　昂 キートス新体操クラブ クラブ5

36 大村　光星 花園大学ＲＧ 社会人1

37 織田　一明 KOKUSHIKAN　RG 社会人2

38 吉留　大雅 KOKUSHIKAN　RG 社会人3

39 西原　昌希 南甲子園体操クラブ 社会人4

40 藤綱　峻也 南甲子園体操クラブ 社会人5

第72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

令和1年9月2日



氏名 所属団体名① 所属団体名②

1 飯田　由香 クラーク記念国際 選抜1位

2 山田　愛乃 クラーク記念国際 選抜2位 ユース1位

3 安藤　愛莉 日ノ本学園高等学校 選抜3位 ユース7位

4 植松　智子 エンジェルRGカガワ日中 ユース3位

5 小西野乃花 みやび新体操クラブ ユース5位

6 松崎　梨恩 兵庫大学附属須磨ノ浦高校 ユース6位

7 鈴木　希歩 常葉大学附属常葉高等学校 ユース8位

8 宮岡　柚季 ADACHIRG/駒場学園高校 ユース9位

9 朽木ユリア ADAGIO RG ユース11位

10 高野　里香 WingまつもとR・G ユース12位

11 海野　晴子 アンジュ/城南静岡高校 ユース13位

12 林　美梨香 エンジェルRGカガワ日中 丸亀 ユース15位

13 漆原　沙和 アリシエ兵庫/須磨ノ浦高校 ユース16位

14 関矢　歩実 常葉大学附属常葉高等学校 ユース17位

15 鵜鷹くるみ ヒューマンRG/クラーク東京 ユース18位

16 平田理香子 日ノ本学園高等学校 ユース19位

17 上條　歩奈 WingまつもとR・G ユース20位

18 古井　里奈 国士舘大学 インカレ1位

19 清澤　毬乃 日本女子体育大学 インカレ6位

20 河崎羽珠愛 早稲田大学 インカレ9位

21 亀井理恵子 東京女子体育大学 インカレ12位

22 中村　　花 日本女子体育大学 インカレ13位

23 星　　綾音 東京女子体育大学 インカレ14位

24 熊谷　咲乃 日本女子体育大学 インカレ15位

25 喜田　純鈴 エンジェルRGカガワ日中 クラブ1位

26 猪又　涼子 ポーラ☆スターRG 日本女子体育大学 クラブ2位 インカレ2位

27 柴山瑠莉子 イオン 日本女子体育大学 クラブ3位 インカレ3位

28 桜井　華子 エンジェルRGカガワ日中 環太平洋大学 クラブ4位 インカレ4位

29 立澤　孝菜 イオン 国士舘大学 クラブ5位 インカレ8位

30 松坂　玲奈 ヴェニエラRG 東京女子体育大学 クラブ6位 インカレ5位

31 藤岡里沙乃 ラヴィール クラブ7位

32 五十嵐遥菜 NOVA新体操クラブ 日本女子体育大学 クラブ8位 インカレ7位

33 堂園明香里 安達新体操クラブ 立教大学 クラブ9位 インカレ11位

34 石井　陽向 安達新体操クラブ 立教大学 クラブ10位 インカレ10位

35 坂本　美彩 世田谷RG クラブ11位 ユース2位

36 前田　奈穂 アリシエ兵庫 須磨ノ浦高校 クラブ12位 ユース14位

37 関谷　友香 CANDY.M.RG クラブ13位

38 中澤　怜那 世田谷RG クラブ14位 ユース4位

39 山田　朱音 町田RG クラブ15位 ユース10位

第72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

令和1年9月2日


