
【女子個人試技順抽選】

班 選手№ 学年 ブロック 所属名 フープ リボン

1 中嶋 彩葉 ナカジマ アヤハ 高1 北信越 ドルチェRG 1 19

2 平野 潤 ヒラノ ジュン 高1 北信越 ドルチェRG 2 20

3 新田 美月 ニッタ ミツキ 高2 北信越 ドルチェRG 3 21

4 森 美空 モリ ミソラ 高2 北信越 Mue RG 山室 4 22

5 筋野 麗美 スジノ ウルミ 中3 東海 大垣共立銀行OKB体操クラブ 5 23

6 三輪 彩乃 ミワ アヤノ 中3 東海 大垣共立銀行OKB体操クラブ 6 24

7 大町 美羽 オオマチ ミウ 高1 東海 済美高等学校 7 25

8 知念 明日香 チネン アスカ 中3 東海 大垣共立銀行OKB体操クラブ・ピピット 8 26

9 有働 未姫 ウドウ ミオ 中3 東海 ハーツ新体操クラブ 9 27

10 梶田 桜羅 カジタ オウラ 中3 東海 ハーツ新体操クラブ 10 28

11 武藤 帆南 ムトウ ホナミ 高2 北信越 北越高等学校 11 29

12 木戸 歩花 キド ホノカ 高1 北信越 北越高等学校 12 30

13 猪俣 心花 イノマタ コノカ 高1 北信越 北越高等学校 13 31

14 高縁 真菜 コウエン マナ 高2 北信越 ティンカーベルRG 14 32

15 鈴木 苺香 スズキ マイカ 高1 東海 島田ジュニア 15 33

16 竹内 佑季 タケウチ ユウキ 高3 東海 岐阜県立大垣商業高等学校/大垣共立銀行OKB体操クラブ 16 34

17 川瀬 葵ら里 カワセ キラリ 高3 東海 岐阜県立大垣商業高等学校 17 35

18 浅野 紗矢 アサノ サヤ 高3 東海 岐阜県立大垣商業高等学校 18 36

19 秋山 名菜 アキヤマ ナナ 中3 北信越 ブルーミングR,G 19 37

20 菊池 翔 キクチ カケル 高3 東海 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 20 1

21 鈴木 梨奈 スズキ リナ 中3 東海 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 21 2

22 秋山 紗穂 アキヤマ サホ 中3 東海 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 22 3

23 塩谷 奈央 シオタニ ナオ 高1 北信越 いみずRGクラブ 23 4

24 田畑 乃愛 タバタ ノア 高1 北信越 いみずRGクラブ 24 5

25 小杉 愛華 コスギ アイカ 高2 北信越 いみずRGクラブ 25 6

26 村松 榛 ムラマツ ハル 高3 北信越 TUNE　R.G 26 7

27 青木 もも花 アオキ モモカ 高2 北信越 TUNE　R.G 27 8

28 小出 紬 コイデ ツムギ 高2 北信越 TUNE　R.G 28 9

29 尾谷 ジェニファーアマラチ オタニ ジェニファーアマラチ 高1 北信越 丸岡高等学校 29 10

30 長谷川 友香 ハセガワ ユウカ 高3 北信越 丸岡高等学校 30 11

31 中屋 美羽 ナカヤ ミウ 高1 北信越 丸岡高等学校 31 12

32 林 優奈 ハヤシ ユウナ 高1 北信越 舞エンジェルスRG 32 13

33 岩本 絵里佳 イワモト エリカ 高3 北信越 パレスRG 33 14

34 中川 ゆき乃 ナカガワ ユキノ 高3 北信越 パレスRG 34 15

35 松田 理沙 マツダ リサ 高1 北信越 パレスRG 35 16

36 四月朔日 桐子 ワタヌキ トウコ 高3 北信越 金沢市立工業高等学校 36 17

37 杉田 蓮 スギタ レン 高2 北信越 金沢市立工業高等学校 37 18
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38 杉原 愛結奈 スギハラ ミユナ 中3 東北 いわきキャロットRG 38 55

39 千葉 芽依 チバ メイ 高2 東北 盛岡第三高等学校 39 56

40 高見 唯稟 タカミ ユリン 高1 東北 盛岡第三高等学校 40 57

41 後藤 りあら ゴトウ リアラ 高1 北信越 丸岡新体操クラブ 41 58

42 福田 圭那 フクダ カナ 中3 北信越 丸岡新体操クラブ 42 59

43 柿原 希美 カキハラ ノゾミ 中3 北信越 丸岡新体操クラブ 43 60

44 矢島 愛理 ヤジマ アイリ 高2 北信越 伊那ジュニア新体操ポーラスター 44 61

45 木村 明 キムラ メイ 高2 北信越 伊那ジュニア新体操ポーラスター 45 62

46 野馬 澪 ノウマ レイ 高2 北信越 伊那ジュニア新体操ポーラスター 46 63

47 小澤 来瞳 オザワ クルミ 高3 北信越 塩尻ポーラスターR・G 47 64

48 山井 柚奈 ヤマイ ユナ 高3 北信越 となみRGクラブ 48 65

49 水野 紗彩 ミズノ サアヤ 高2 北信越 となみRGクラブ 49 66

50 赤羽 陽菜子 アカハネ ヒナコ 中3 北信越 ポミエ新体操クラブ 50 67

51 山田 瑛羽 ヤマダ アキハ 中3 北信越 ポミエ新体操クラブ 51 68

52 髙橋 花音 タカハシ カノン 中3 東北 城北クラブ 52 69

53 得能 澪 トクノウ ミオ 高2 北信越 伊那西高校 53 70

54 小池 萌愛 コイケ モエ 高2 北信越 伊那西高校 54 71

55 齊藤 菜友 サイトウ ナユ 高2 北信越 伊那西高校 55 72

56 難波 美紅 ナンバ ミク 高3 東北 山形RG 56 38

57 向江 楓 ムカエ カエデ 高2 東北 山形RG 57 39

58 三村 月輝乃 ミムラ ツキノ 高2 東北 ＡＤＯＲＥ　ＲＧ仙台/聖ウルスラ学院英智高等学校 58 40

59 伊藤 真唯 イトウ マユ 高3 北信越 WingまつもとR・G 59 41

60 増澤 さな マスザワ サナ 高1 北信越 WingまつもとR・G 60 42

61 上條 歩奈 カミジョウ アユナ 高3 北信越 WingまつもとR・G 61 43

62 篠田 紅愛 シノダ クレア 高3 北信越 レインボーRGすわ 62 44

63 長坂 このは ナガサカ コノハ 高2 北信越 レインボーRGすわ 63 45

64 守屋 ひより モリヤ ヒヨリ 高2 北信越 レインボーRGすわ 64 46

65 安部 美吹 アベ イブキ 高1 東北 山形城北高等学校/城北クラブ 65 47

66 吉田 陽奈 ヨシダ ヒナ 高1 東北 山形城北高等学校 66 48

67 阿部 楓由 アベ フユ 高1 東北 山形城北高等学校 67 49

68 水上 凛音 ミズカミ リン 高1 北信越 富山県立南砺福野高校 68 50

69 山田 帆乃果 ヤマダ ホノカ 高1 北信越 富山県立南砺福野高校 69 51

70 佐藤 菜樹 サトウ ナジュ 高1 東北 磐城第一高等学校 70 52

71 荒木 琴都 アラキ コト 高3 北信越 富山県立新湊高校/Linda 71 53

72 萩原 那々子 ハギワラ ナナコ 高2 北信越 富山県立新湊高校/Linda 72 54
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73 栗田 真央 クリタ マオ 中3 東海 ステップ愛知 73 91

74 杉山 心春 スギヤマ コノハ 中3 東海 ステップ愛知 74 92

75 三浦 萌花 ミウラ モモカ 中3 東海 ステップ愛知 75 93

76 海野 来春 ウンノ コハル 高2 東海 アンジュ/静岡県立静岡城北高等学校 76 94

77 花崎 日菜 ハナザキ ヒナ 高2 東海 アンジュ/静岡県立静岡城北高等学校 77 95

78 岩崎 璃子 イワサキ リコ 高3 東海 アンジュ/城南静岡高等学校 78 96

79 細川 粋 ホソカワ スイ 高2 東海 城南静岡高等学校/アンジュ 79 97

80 小宮山 実優 コミヤマ ミユ 高1 東海 城南静岡高等学校/アンジュ 80 98

81 糠谷 葉月 ヌカヤ ハヅキ 高1 東海 城南静岡高等学校/アンジュ 81 99

82 後藤 麗 ゴトウ ウララ 中3 東海 HEARTS 82 100

83 古西 綾華 コニシ アヤカ 中3 東海 HEARTS 83 101

84 鈴木 遥乃花 スズキ ノノカ 中3 東海 HEARTS 84 102

85 水谷 梨紗 ミズタニ リサ 高3 東海 イオン鈴鹿 85 103

86 朝比奈 咲月 アサヒナ サツキ 高3 東海 静岡RG 86 104

87 長田 七海 オサダ ナナミ 高2 東海 静岡RG 87 105

88 井戸口 晴々 イドグチ セナ 高1 東海 静岡RG 88 106

89 大島 凛子 オオシマ リンコ 高3 東海 名女大Ｊｒ新体操クラブ 89 107

90 平澤 桃子 ヒラサワ モモコ 高1 東海 名女大Ｊｒ新体操クラブ 90 108

91 小澤 知夏 オザワ チナツ 中3 東海 名女大Ｊｒ新体操クラブ 91 109

92 築地 璃実 ツキジ リミ 中3 東海 常葉大学附属常葉中学校 92 73

93 鈴木 希歩 スズキ ノア 高2 東海 常葉大学附属常葉高等学校 93 74

94 冨田 悠理香 トミタ ユリカ 高2 東海 常葉大学附属常葉高等学校 94 75

95 須藤 華蓮 スドウ カレン 高2 東海 常葉大学附属常葉高等学校 95 76

96 有働 未媛 ウドウ マア 高3 東海 MEIJO R・G 96 77

97 齋藤 萌久 サイトウ メク 高3 東海 MEIJO R・G 97 78

98 杉山 琴音 スギヤマ コトネ 高1 東海 MEIJO R・G 98 79

99 雲井 萌 クモイ モエ 高2 東海 名古屋女子大学高等学校 99 80

100 石原 愛菜 イシハラ アイナ 高2 東海 名古屋女子大学高等学校 100 81

101 西村 美紗 ニシムラ ミサ 高2 東海 名古屋女子大学高等学校 101 82

102 杉田 実来 スギタ ミク 高1 東海 ジャスミン新体操クラブ 102 83

103 杉山 ひらり スギヤマ ヒラリ 中3 東海 ALFA 103 84

104 下野 暖佳 シモノ ハルカ 高2 東海 Ａｎｉｍｏｎ　ＲＧ/四日市メリノール学院高等学校 104 85

105 川瀬 葵 カワセ アオイ 高2 東海 Ａｎｉｍｏｎ　ＲＧ/四日市メリノール学院高等学校 105 86

106 藤井 秋里 フジイ シュリ 高1 東海 Ａｎｉｍｏｎ　ＲＧ/四日市メリノール学院高等学校 106 87

107 船岡 夏妃 フナオカ ナツキ 中3 東海 NSクラブ 107 88

108 正木 史奈 マサキ フミナ 中3 東海 NSクラブ 108 89

109 小林 光莉 コバヤシ ヒカリ 中3 東海 NSクラブ 109 90
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110 石澤 春菜 イシザワ ハルナ 高2 関東 三田国際学園高等学校 110 129

111 小松 実月 コマツ ミツキ 高2 関東 NPO・YTK新体操ｸﾗﾌﾞ北諏訪/立川女子高等学校 111 130

112 梅本 茉苗 ウメモト マナエ 高2 関東 日女体大附属二階堂高等学校 112 131

113 吉野 萌花 ヨシノ モエカ 高2 関東 日女体大附属二階堂高等学校 113 132

114 佐藤 遥 サトウ ハルカ 高2 関東 日女体大附属二階堂高等学校 114 133

115 山口 夕凜 ヤマグチ ユリン 高2 関東 町田RG 115 134

116 山田 朱音 ヤマダ アカネ 高2 関東 町田RG 116 135

117 金井 まどか カナイ マドカ 高3 関東 町田RG 117 136

118 片岡 永梨香 カタオカ エリカ 高3 関東 Leilani R.G.Club 118 137

119 岩崎 千紘 イワサキ チヒロ 高2 関東 世田谷ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 119 138

120 齊藤 成緒 サイトウ ナオ 高2 関東 世田谷ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ/国士舘高等学校 120 139

121 小栗 愛央 オグリ アオ 中3 関東 RG世田谷 121 140

122 花見 結衣 ハナミ ユイ 中3 関東 RG世田谷 122 141

123 神谷 美羽 カミヤ ミウ 高3 関東 ゆあRG 123 142

124 柴山 莉央 シバヤマ リオ 高3 関東 ﾋﾟｭｱR.G/日女体大附属二階堂高等学校 124 143

125 山中 月菜 ヤマナカ ルナ 高1 関東 ﾋﾟｭｱR.G/日女体大附属二階堂高等学校 125 144

126 佐藤 彩月 サトウ サツキ 中3 関東 ﾋﾟｭｱR.G 126 145

127 馬場 さくら ババ サクラ 高1 関東 Tiara RG/日女体大附属二階堂高等学校 127 146

128 山之内 玲葵 ヤマノウチ レア 中3 関東 湘南H.R.G 128 147

129 森 さくら モリ サクラ 高2 関東 横浜隼人高等学校/ブルーローズ 129 110

130 小池 彩乃 コイケ アヤノ 高2 関東 横浜隼人高等学校/ブルーローズ 130 111

131 若田 美利彩 ワカタ ミリア 高1 関東 横浜隼人高等学校/ブルーローズ 131 112

132 坂本 美彩 サカモト ミア 高3 関東 世田谷 RG/光明学園相模原高等学校 132 113

133 川東 萌子 カワヒガシ モエコ 中3 関東 世田谷 RG 133 114

134 谷垣 葵衣 タニガキ アオイ 中3 関東 世田谷 RG 134 115

135 宮﨑 友結 ミヤザキ ユユ 高1 関東 藤村女子高等学校 135 116

136 大井 菜央 オオイ ナナカ 高1 関東 藤村女子高等学校 136 117

137 島崎 真実子 シマザキ マミコ 高1 関東 藤村女子高等学校 137 118

138 百目鬼 彩羽 ドウメキ サワ 高1 関東 東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 138 119

139 奥村 美結 オクムラ ミユ 中3 関東 白土新体操クラブ 139 120

140 長尾 愛佳 ナガオ アイカ 中3 関東 しらつちRG 140 121

141 山田 千尋 ヤマダ チヒロ 高3 関東 morado 141 122

142 山本 絢弓 ヤマモト アユミ 高2 関東 morado 142 123

143 森 結生 モリ ユイナ 高2 関東 morado 143 124

144 佐々木 萌瑛 ササキ モエ 高1 関東 L’ecrin 144 125

145 中村 早希 ナカムラ サキ 高1 関東 L’ecrin 145 126

146 北村 知悠 キタムラ チハル 高2 関東 L'ecrin RG 146 127

147 柏 明 カシワ メイ 中3 関東 L'ecrin RG 147 128
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148 安生 來愛 アンジョウ ライア 高1 関東 国士舘高等学校 148 167

149 大橋 茉采 オオハシ マアヤ 中3 関東 岩槻ジュニア新体操クラブ 149 168

150 加藤 怜椛 カトウ レンカ 中3 関東 岩槻ジュニア新体操クラブ 150 169

151 渡辺 心渚 ワタナベ ココナ 高2 関東 県立中央高校 151 170

152 樋田 明衣 トイダ メイ 高2 関東 県立中央高校 152 171

153 野村 明日香 ノムラ アスカ 高3 関東 Twinkle Star R.G. 153 172

154 川口 夏奈 カワグチ カナ 高2 関東 Twinkle Star R.G. 154 173

155 三橋 愛代 ミツハシ マナ 高1 関東 Twinkle Star R.G. 155 174

156 鶴野 菜々海 ツルノ ナナミ 中3 関東 横浜市立鶴ケ峯中学校/Twinkle Star R.G. 156 175

157 朽木 ユリア クチキ ユリア 高3 関東 ADAGIO RG/私立安田学園高等学校 157 176

158 鈴木 優奈 スズキ ユウナ 中3 関東 東台新体操クラブ 158 177

159 加島 瑚々 カジマ ココ 中3 関東 東台新体操クラブ 159 178

160 松原 楓歩 マツバラ カホ 高1 関東 With R.Gクラブ 160 179

161 斉藤 菜杏 サイトウ ナナ 中3 関東 With R.Gクラブ 161 180

162 片野 里菜 カタノ リナ 高3 関東 ｳ-ﾏﾝｽﾞ新体操ｸﾗﾌﾞ 162 181

163 鈴木 沙菜 スズキ サナ 高2 関東 ジュネスＲＧ/横浜隼人高等学校 163 182

164 塚田 夕華 ツカダ ユウカ 高2 関東 ジュネスＲＧ/緑ヶ丘女子高等学校 164 183

165 大久保 桜 オオクボ サクラ 高2 関東 ジュネスＲＧ/緑ヶ丘女子高等学校 165 184

166 加島 瑚々 カシマ ココ 中3 関東 国士舘ジュニアＲＧ 166 185

167 田中 真央 タナカ マヒロ 高1 関東 ブルーローズ/横浜隼人高等学校 167 148

168 藤原 綾乃 フジワラ アヤノ 高1 関東 ブルーローズ/横浜隼人高等学校 168 149

169 荒井 こと絵 アライ コトエ 高1 関東 ブルーローズ/横浜隼人高等学校 169 150

170 今野 菜穂 コンノ ナオ 高3 関東 日本体育大学桜華高等学校 170 151

171 八木 美里 ヤギ ミサト 高2 関東 日本体育大学桜華高等学校 171 152

172 佐久間 彩乃 サクマ アヤノ 高3 関東 日本体育大学桜華高等学校 172 153

173 津田 結羽 ツダ ユウハ 高2 関東 SPES R.G/昭和学院高校 173 154

174 大島 音羽 オオシマ オトハ 高2 関東 SPES R.G/昭和学院高校 174 155

175 湯浅 春佳 ユアサ ハルカ 中3 関東 SPES R.G 175 156

176 林 麻愛 ハヤシ アサネ 高1 関東 Infiny新体操クラブ/昭和学院高校 176 157

177 太田 詩月 オオタ シズク 中3 関東 Infiny新体操クラブ 177 158

178 小黒 夢実 オグロ ミミ 中3 関東 Infiny新体操クラブ 178 159

179 京瀧 夏美 キョウタキ ナミ 高2 関東 CLUB SILVA 179 160

180 関 なのは セキ ナノハ 高1 関東 CLUB SILVA 180 161

181 板本 羽叶 イタモト ワカナ 高1 関東 CLUB SILVA 181 162

182 髙村 集花 タカムラ シュウカ 中3 関東 ＬＵＣＥ ＲＧ 182 163

183 牧野 未由羽 マキノ ミユウ 中3 関東 ＬＵＣＥ ＲＧ 183 164

184 村石 美海 ムライシ ミウ 中3 関東 Amelia 184 165

185 宇賀 優 ウガ ユウ 中3 関東 AquaRG海風の街 185 166
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186 五十嵐 彩映 イガラシ サエ 高2 関東 CACRG/八千代松陰高等学校 186 205

187 平井 沙樹 ヒライ サキ 高1 関東 CACRG/昭和学院高校 187 206

188 森 優葵 モリ ユウア 中3 関東 バディーＲＧ 188 207

189 村上 鞠奈 ムラカミ マリナ 高3 関東 飛行船新体操クラブ 189 208

190 廣瀬 萌芽 ヒロセ モエカ 中3 関東 飛行船新体操クラブ 190 209

191 長谷 茜 ナガタニ アカネ 中3 関東 飛行船新体操クラブ 191 210

192 高橋 留奈 タカハシ ルナ 高1 関東 安達新体操クラブ/昭和学院高校 192 211

193 竹高 朱莉 タケタカ アカリ 中3 関東 安達新体操クラブ 193 212

194 川端 怜亜 カワバタ レイア 中3 関東 安達新体操クラブ 194 213

195 渡邊 あおば ワタナベ アオバ 高2 関東 ADACHI RG/昭和学院高校 195 214

196 山田 愛乃 ヤマダ アイノ 高3 関東 イオン 196 215

197 山本 雛子 ヤマモト ヒナコ 中3 関東 イオン 197 216

198 宮本 瑛美梨 ミヤモト エミリ 高1 関東 CANDY.M.RG/日女体大附属二階堂高等学校 198 217

199 柴田 紗希 シバタ サキ 高1 関東 CANDY.M.RG/日女体大附属二階堂高等学校 199 218

200 福島 遥葵 フクシマ ハルア 中3 関東 CANDY.RG.ジュニア 200 219

201 榎本 愛佳 エモト マナカ 高3 関東 OSK新体操スクール 201 220

202 濵本 心幸 ハマモト コユキ 高3 関東 SHOIN RG/八千代松陰高等学校 202 221

203 細野 仁那 ホソノ ニイナ 高3 関東 SHOIN RG/八千代松陰高等学校 203 222

204 皆見 ひなつ ミナミ ヒナツ 高3 関東 SHOIN RG/八千代松陰高等学校 204 223

205 君原 由望奈 キミハラ ユミナ 高1 関東 東京ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ/日女体大附属二階堂高等学校 205 186

206 庄司 彩乃 ショウジ アヤノ 高1 関東 東京ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ/日女体大附属二階堂高等学校 206 187

207 苅米 涼菜 カリゴメ スズナ 高1 関東 東京ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 207 188

208 福田 愛萌 フクタ マリモ 高3 関東 インタークオレス/昭和学院高校 208 189

209 中村 胡桃 ナカムラ クルミ 高3 関東 Dream☆Inter・Cuoles/昭和学院高校 209 190

210 二木 乃愛 フタツギ ノア 高2 関東 Dream☆Inter・Cuoles/昭和学院高校 210 191

211 加藤 羽乃 カトウ ウノ 高2 関東 Dream☆Inter・Cuoles/昭和学院高校 211 192

212 竹本 光希 タケモト ミルキ 高2 関東 県立東金高校/東金ＲＧ 212 193

213 奈良 美優 ナラ ミユ 高1 関東 県立東金高校 213 194

214 椎名 李佳 シイナ モモカ 高2 関東 県立東金高校/東金ＲＧ 214 195

215 似鳥 希早 ニタドリ キサキ 高3 関東 KANAI　R.G 215 196

216 加藤 仁捺 カトウ ニイナ 高1 関東 KANAI　R.G/藤村女子高等学校 216 197

217 久保田 歩優光 クボタ アユミ 中3 関東 KANAI　R.G 217 198

218 信田 奈緒 ノブタ ナオ 高3 関東 八千代松陰高等学校 218 199

219 上島 珠葵 ウエシマ タマキ 高3 関東 八千代松陰高等学校 219 200

220 入江 花菜 イリエ ハナ 高2 関東 八千代松陰高等学校 220 201

221 田中 帆乃実 タナカ ホノミ 高1 関東 ソレイユ 221 202

222 荒井 果穂 アライ カホ 高2 関東 緑ヶ丘女子高等学校 222 203

223 山浦 奈葉 ヤマウラ ナナハ 高2 関東 緑ヶ丘女子高等学校 223 204
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224 宮本栞 ミヤモトシオリ 高3 四国 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 224 242

225 賀出 倫実 カイデ ツグミ 高1 四国 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 225 243

226 岡 美空 オカ ミソラ 高3 四国 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 226 244

227 林 美梨香 ハヤシ ミリカ 高3 四国 エンジェルRGカガワ日中 227 245

228 喜田 未来乃 キタ ミラノ 中3 四国 エンジェルRGカガワ日中 228 246

229 監崎 琴美 ケンザキ コトミ 高1 四国 エンジェルRGカガワ日中 229 247

230 大和 流奈 ヤマト ルナ 高3 四国 ビクトリアRG/徳島県立小松島高等学校 230 248

231 白石 愛実 シライシ マナミ 高2 四国 済美高等学校 231 249

232 酒井 美乃莉 サカイ ミノリ 高2 四国 済美高等学校 232 250

233 眞下 夏姫 マシモ ナツキ 高2 関東 群馬県立富岡高校 233 251

234 小島 結羽 コジマ ユイハ 高1 関東 群馬県立富岡高校 234 252

235 奥原 奈穂 オクハラ ナホ 高2 関東 群馬県立富岡高校 235 253

236 曽木 郁実 ソギ イクミ 高3 四国 RG SEIKO クラブ/生光学園高等学校 236 254

237 今西 彩 イマニシ アヤ 高2 関東 星野高等学校/Infiny新体操クラブ 237 255

238 井奥 樹里 イオク ジュリ 高3 関東 星野高等学校 238 256

239 髙栁 七彩 タカヤナギ ナナセ 高1 関東 星野高等学校/東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 239 257

240 柴田 愛来 シバタ アイラ 中3 関東 県陽ジュニアクラブ 240 258

241 盛 日々歩 モリ ヒカリ 中3 関東 県陽ジュニアクラブ 241 259

242 小野 寧々 オノ ネネ 高1 関東 高崎新体操クラブ 242 224

243 越智 柚喜 オチ ユズキ 高3 関東 NOVA新体操クラブ 243 225

244 川又 美咲 カワマタ ミサキ 中3 関東 NOVA新体操クラブ 244 226

245 高場 愛良 タカバ アイラ 中3 関東 NOVA新体操クラブ 245 227

246 伊坪 詩 イツボ ウタ 高2 関東 藤岡新体操クラブ/昭和学院高校 246 228

247 小暮 美憂 コグレ ミウ 高2 関東 藤岡新体操クラブ 247 229

248 平野 花純 ヒラノ カスミ 中3 関東 藤岡新体操クラブ 248 230

249 阿保 里奈 アボ リナ 高1 関東 西武台高等学校/Forte Sette 249 231

250 清水 優那 シミズ ユナ 高3 関東 西武台高等学校 250 232

251 永山 心結 ナガヤマ ミユ 高1 関東 西武台高等学校 251 233

252 薦田 朱里 コモダ アカリ 高2 四国 聖カタリナ学園高等学校 252 234

253 大西 姫乃 オオニシ ヒメノ 高3 四国 聖カタリナ学園高等学校 253 235

254 渡部 風花 ワタナベ フウカ 高1 四国 聖カタリナ学園高等学校 254 236

255 田村 千紘 タムラ チヒロ 高1 関東 県立高崎東高校 255 237

256 山川 真珠 ヤマカワ マミ 高1 関東 県立高崎東高校 256 238

257 野澤 来未 ノザワ クルミ 高1 関東 県立高崎東高校 257 239

258 草刈 紗羽 クサカリ サワ 高1 関東 グレ-ス/桐朋女子高等学校 258 240

259 丸岡 葵 マルオカ アオイ 中3 関東 グレ-ス 259 241
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260 泉 優笑 イズミ ユウエ 高1 九州 かささぎＲ・Ｇ 260 278

261 竹内 舞 タケウチ マイ 高1 九州 かささぎＲ・Ｇ 261 279

262 立石 凛香 タテイシ リンカ 高1 九州 かささぎＲ・Ｇ 262 280

263 稲木 柊友 イナキ ヒユ 高1 北海道 北海高等学校 263 281

264 小笠原 百花 オガサワラ モモカ 高1 北海道 北海高等学校 264 282

265 山田 彩加 ヤマダ アヤカ 高1 北海道 北海高等学校 265 283

266 佐々木 天美 ササキ アマミ 高2 北海道 北星学園女子中学・高等学校 266 284

267 続 あい梨 ツヅキ アイリ 高3 北海道 北星学園女子中学・高等学校 267 285

268 高木 純菜 タカキ ジュンナ 高1 北海道 北星学園女子中学・高等学校 268 286

269 山坂 心乃 ヤマサカ ココノ 高1 九州 鹿児島実業高等学校 269 287

270 大久保　 凜音 オオクボ リノン 高2 九州 鹿児島実業高等学校 270 288

271 八木　 胡春 ヤギ コハル 高1 九州 鹿児島実業高等学校 271 289

272 吉川 里莉 キチカワ リリ 中3 北海道 Ｓieg Ｒ．Ｇクラブ 272 290

273 北島 久遠 キタジマ クオン 中3 北海道 Ｓieg Ｒ．Ｇクラブ 273 291

274 後藤 沙耶 ゴトウ サヤ 高2 九州 西日本新体操クラブ/中村学園女子中学高等学校 274 292

275 上野 遥香 ウエノ ハルカ 中3 九州 西日本新体操クラブ 275 293

276 石丸 真央 イシマル マオ 中3 九州 西日本新体操クラブ 276 294

277 村国 野乃花 ムラクニ ノノカ 高1 北海道 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ/北星学園女子中学・高等学校 277 260

278 工藤　 瑠々花 クドウ ルルカ 高2 北海道 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ/北星学園女子中学・高等学校 278 261

279 三橋 由季 ミツハシ ユキ 高1 北海道 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ/北星学園女子中学・高等学校 279 262

280 高崎　 玲碧 タカサキ レア 高3 九州 アレスRG/佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 280 263

281 松本 華 マツモト ハナ 高3 九州 アレスRG/佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 281 264

282 森沢 花萌 モリサワ カホ 高2 九州 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 282 265

283 松尾 萌花 マツオ ホノカ 高2 九州 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 283 266

284 宮田 彩音 ミヤタ アヤネ 高2 九州 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 284 267

285 朝長 美風 トモナガ ミカゼ 高2 九州 VELVET　R.G. 285 268

286 大森 羽純 オオモリ ハスミ 高2 九州 VELVET　R.G. 286 269

287 坂本 碧 サカモト アオイ 高2 九州 VELVET　R.G. 287 270

288 宮﨑 美有 ミヤザキ ミユ 高2 九州 長崎女子高等学校 288 271

289 川本 有紗 カワモト アリサ 高2 九州 長崎女子高等学校 289 272

290 岩永 茉莉亜 イワナガ マリア 高3 九州 みどり新体操クラブ 290 273

291 内村 奈明未 ウチムラ ナアミ 高1 九州 中村学園女子中学高等学校 291 274

292 八坂 和 ヤサカ ノドカ 高2 九州 中村学園女子中学高等学校 292 275

293 桑田 風花 クワタ フウカ 高2 九州 中村学園女子中学高等学校 293 276

294 築地 遥 ツキジ ハルカ 高2 九州 クラソタＲＧ/福岡魁誠高等学校 294 277
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295 中村 一葉 ナカムラ イチハ 高2 近畿 M2三碓新体操クラブ/奈良文化高等学校 295 313

296 中村 知花 ナカムラ チハナ 中3 近畿 M2三碓新体操クラブ 296 314

297 小西 野乃花 コニシ ノノカ 高3 近畿 みやび新体操クラブ 297 315

298 干場 知優里 ホシバ チユリ 高2 近畿 みやび新体操クラブ 298 316

299 佐竹 胡々 サタケ ココ 高2 近畿 みやび新体操クラブ 299 317

300 漆原 沙和 ウルシハラ サワ 高2 近畿 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 300 318

301 前田 奈穂 マエダ ナホ 高2 近畿 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 301 319

302 鈴木 菜巴 スズキ ナルハ 高1 近畿 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 302 320

303 柳田 紫帆 ヤナギダ シホ 高3 近畿 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 303 321

304 浦田 ふたば ウラタ フタバ 高2 近畿 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 304 322

305 加波 史帆 カナミ シホ 高1 近畿 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 305 323

306 仲野 舞 ナカノ マイ 高2 近畿 昇陽高等学校 306 324

307 山口 あおい ヤマグチ アオイ 高2 近畿 奈良文化高等学校 307 325

308 大川 心寧 オオカワ ココネ 高1 近畿 奈良文化高等学校 308 326

309 寺脇 希碧 テラワキ ノア 高2 近畿 奈良文化高等学校 309 327

310 佐野 瑛菜 サノ アキナ 高2 近畿 近江兄弟社高等学校 310 328

311 山脇 香葉 ヤマワキ コノハ 高1 近畿 近江兄弟社高等学校 311 329

312 清水 胡花 シミズ コハル 高1 近畿 近江兄弟社高等学校 312 330

313 塚岡 菜々美 ツカオカ ナナミ 高3 中国 OSK新体操クラブ 313 295

314 伊瀬 愛珠 イセ マナミ 中3 中国 府中南RG 314 296

315 樫本 雪美 カシモト ユキミ 中3 近畿 Y新体操クラブ 315 297

316 平田 理佳子 ヒラタ リカコ 高3 近畿 日ノ本学園高等学校/レジーナ 316 298

317 安藤 愛莉 アンドウ アイリ 高3 近畿 日ノ本学園高等学校/レジーナ 317 299

318 堅田 希颯 カタダ ノノカ 高2 近畿 日ノ本学園高等学校/レジーナ 318 300

319 菅原 梨央 スガハラ リオ 中3 近畿 宝塚サニー新体操クラブ 319 301

320 安田 愛花 ヤスダ アイカ 中3 近畿 宝塚サニー新体操クラブ 320 302

321 菊井 珠乃 キクイ タマノ 高2 近畿 Ｓtella Ｒ☆Ｇ 321 303

322 横山 真希 ヨコヤマ マキ 高1 近畿 Ｓtella Ｒ☆Ｇ 322 304

323 福永 梨乃 フクナガ リノ 中3 中国 きらり☆岡山新体操クラブ 323 305

324 中下 楓夏 ナカシタ フウカ 中3 中国 きらり☆岡山新体操クラブ 324 306

325 中村 璃音 ナカムラ リオン 中3 近畿 神戸すみれ新体操クラブＬＩＴＴＬＥ 325 307

326 河野 心花 カワノ ココハ 中3 近畿 神戸すみれ新体操クラブ 326 308

327 増本 菜花 マスモト ナナ 中3 近畿 神戸すみれ新体操クラブ 327 309

328 木村 美結 キムラ ミユウ 高1 近畿 クォーツRG/奈良文化高等学校 328 310

329 熊坂 華 クマサカ ハナ 高1 近畿 クォーツRG/奈良文化高等学校 329 311

330 三日月 帆風 ミカヅキ ホノカ 高1 近畿 クォーツRG/奈良文化高等学校 330 312

９班

36名
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