
NO. 班 氏名 所属団体名 学年 ブロック フープ ボール

1 山本 雛子 イオン 高1 関東 1 21

2 君原 由望奈 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 高2 関東 2 22

3 十河 美紗都 東京ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 高1 関東 3 23

4 伊坪 詩 藤岡新体操クラブ 高3 関東 4 24

5 小暮 雫 藤岡新体操クラブ 高1 関東 5 25

6 平野 花純 藤岡新体操クラブ 高1 関東 6 26

7 平井 沙樹 CACRG 高2 関東 7 27

8 加島 瑚々 東台新体操クラブ 高1 関東 8 28

9 藤原 綾乃 東台新体操クラブ 高2 関東 9 29

10 鈴木 優奈 東台新体操クラブ 高1 関東 10 30

11 萩原 未麗 県立高崎東高校 高2 関東 11 31

12 野澤 来未 県立高崎東高校 高2 関東 12 32

13 山川 真珠 県立高崎東高校 高2 関東 13 33

14 盛 日々歩 県陽ジュニアクラブ/星野高等学校 高1 関東 14 34

15 柴田 愛来 県陽ジュニアクラブ/学校法人武南学園　武南高等学校 高1 関東 15 35

16 小出 紬 TUNE　R.G 高3 北信越 16 36

17 青木 もも花 TUNE　R.G 高3 北信越 17 37

18 中川 結己奈 Dream☆Inter・Cuoles/昭和学院高校 高2 関東 18 38

19 加藤 羽乃 Dream☆Inter・Cuoles/昭和学院高校 高3 関東 19 39

20 小野 寧々 高崎新体操クラブ/新島学園高等学校 高2 関東 20 40

21 小島 結羽 群馬県立富岡高校　新体操部 高2 関東 21 1

22 眞下 夏姫 群馬県立富岡高校　新体操部 高3 関東 22 2

23 奥原 奈穂 群馬県立富岡高校　新体操部 高3 関東 23 3

24 竹高 朱莉 ADACHI RG 高1 関東 24 4

25 渡邊 あおば ADACHI RG 高3 関東 25 5

26 古谷 みみ みのり新体操クラブ/茨城県立石岡第一高校 高1 関東 26 6

27 武藤 舞 みのり新体操クラブ/県立中央高校 高1 関東 27 7

28 竹内 友香 みのり新体操クラブ 高3 関東 28 8

29 草間 美優 Diana 高1 関東 29 9

30 野村 芽衣 Diana 高3 関東 30 10

31 荒井 理桜子 Diana 高2 関東 31 11

32 加藤 怜椛 川口市立高等学校 高1 関東 32 12

33 薄井 姫菜 光明学園相模原高等学校 高2 関東 33 13

34 赤羽 陽菜子 ポミエ新体操クラブ 高1 北信越 34 14

35 山田 瑛羽 ポミエ新体操クラブ 高1 北信越 35 15

36 鈴木 沙菜 ジュネスＲＧ 高3 関東 36 16

37 荒井 こと絵 ジュネスＲＧ 高2 関東 37 17

38 廣瀬 萌芽 飛行船新体操クラブ 高1 関東 38 18

39 長谷 茜 飛行船新体操クラブ 高1 関東 39 19

40 大門 怜亜 アミューズ新体操クラブ 高1 関東 40 20

SASAKI CUP 第１９回全日本新体操ユースチャンピオンシップ
第１２回男子新体操団体選手権大会

【     女　子　　試　技　順      】

１
班

女子 個人総合　予選



NO. 班 氏名 所属団体名 学年 ブロック フープ ボール

SASAKI CUP 第１９回全日本新体操ユースチャンピオンシップ
第１２回男子新体操団体選手権大会

【     女　子　　試　技　順      】

女子 個人総合　予選

41 柿原 希美 丸岡新体操クラブ 高1 北信越 41 61

42 福田 圭那 丸岡新体操クラブPHOENIX 高1 北信越 42 62

43 川岸 夕彩 丸岡高等学校 高2 北信越 43 63

44 尾谷 ジェニファーアマラチ 丸岡高等学校 高2 北信越 44 64

45 岩尾 春花 丸岡新体操クラブPHOENIX 高2 北信越 45 65

46 後藤 りあら 丸岡新体操クラブPHOENIX 高2 北信越 46 66

47 久保田 歩優光 丸岡高等学校 高1 北信越 47 67

48 百目鬼 彩羽 丸岡高等学校 高2 北信越 48 68

49 中屋 美羽 ドルチェRG 高2 北信越 49 69

50 佐々木 里椛 ドルチェRG 高1 北信越 50 70

51 平野 潤 ドルチェRG 高2 北信越 51 71

52 中嶋 彩葉 ドルチェRG 高2 北信越 52 72

53 長坂 このは レインボーRGすわ 高3 北信越 53 73

54 鵜飼 夢唯 レインボーRGすわ 高3 北信越 54 74

55 守屋 ひより レインボーRGすわ 高3 北信越 55 75

56 吉澤 咲良 レインボーRGすわ 高3 北信越 56 76

57 高縁 真菜 ティンカーベルRG 高3 北信越 57 77

58 松田 理沙 パレスRG 高2 北信越 58 78

59 杉田 蓮 金沢市立工業高等学校 高3 北信越 59 79

60 中村 聖捺 金沢市立工業高等学校 高2 北信越 60 80

61 得能 澪 伊那西高校 高3 北信越 61 41

62 小林 真奈里 伊那ジュニア新体操ポーラスター 高3 北信越 62 42

63 小池 萌愛 伊那西高校 高3 北信越 63 43

64 市川 翠月 塩尻ポーラスターR・G 高2 北信越 64 44

65 矢島 愛理 伊那ジュニア新体操ポーラスター 高3 北信越 65 45

66 生嶋 明 ポーラ☆スターR・G 高3 北信越 66 46

67 竹澤 思人 塩尻ポーラスターR・G 高2 北信越 67 47

68 谷澤 月渚 ポーラ☆スターR・G 高3 北信越 68 48

69 山岸 聖菜 ポーラ☆スターR・G 高2 北信越 69 49

70 永田 詩織 ポーラ☆スターR・G 高3 北信越 70 50

71 金丸 夏実 塩尻ポーラスターR・G 高2 北信越 71 51

72 木村 明 伊那ジュニア新体操ポーラスター 高3 北信越 72 52

73 田平 乙姫 伊那西高校 高2 北信越 73 53

74 野馬 澪 伊那ジュニア新体操ポーラスター 高3 北信越 74 54

75 山根 菜乃花 となみRGクラブ 高1 北信越 75 55

76 水野 美鈴 となみRGクラブ 高1 北信越 76 56

77 水野 紗彩 となみRGクラブ 高3 北信越 77 57

78 水上 凛音 富山県立南砺福野高校 高2 北信越 78 58

79 前川 舞美 富山県立南砺福野高校 高1 北信越 79 59

80 山田 帆乃果 富山県立南砺福野高校 高2 北信越 80 60
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81 三橋 愛代 Twinkle Star R.G. 高2 関東 81 101

82 田中 真央 Twinkle Star R.G. 高2 関東 82 102

83 鶴野 菜々海 Twinkle Star R.G. 高1 関東 83 103

84 石澤 春菜 三田国際学園高等学校 高3 関東 84 104

85 宇賀 優 AquaRG海風の街 高1 関東 85 105

86 井東 笑那 JWCPE Jr 高1 関東 86 106

87 中村 早希 L’ecrin 高2 関東 87 107

88 阿部 香凜 L’ecrin 高2 関東 88 108

89 小松 実月 NPO・YTK新体操ｸﾗﾌﾞ北諏訪/立川女子高等学校 高3 関東 89 109

90 星 仁子 藤村女子高等学校 高2 関東 90 110

91 中村 涼乃 morado 高2 関東 91 111

92 森 結生 morado 高3 関東 92 112

93 宮﨑 友結 morado 高2 関東 93 113

94 長谷川 結菜 藤村女子高等学校 高2 関東 94 114

95 大井 菜央 藤村女子高等学校 高2 関東 95 115

96 山本 絢弓 morado 高3 関東 96 116

97 浅野 裕紀子 国士舘ジュニアＲＧ/国士舘高等学校 高2 関東 97 117

98 加島 瑚々 国士舘ジュニアＲＧ/国士舘高等学校 高1 関東 98 118

99 安生 來愛 国士舘高等学校 高2 関東 99 119

100 村石 美海 Amelia 高1 関東 100 120

101 津田 結羽 SPES R.G 高3 関東 101 81

102 大島 音羽 SPES R.G 高3 関東 102 82

103 林 麻愛 Infiny新体操クラブ 高2 関東 103 83

104 小黒 夢実 インフィニーRG 高1 関東 104 84

105 笹本 莉央 インフィニーRG 高2 関東 105 85

106 太田 詩月 Infiny新体操クラブ/昭和学院高校 高1 関東 106 86

107 吉川 心彩 Infiny新体操クラブ 高3 関東 107 87

108 富来 愛 淑徳巣鴨高校 高3 関東 108 88

109 竹野 美結 多摩SC RG 高2 関東 109 89

110 山中 月菜 ﾋﾟｭｱR.G/日女体大附属二階堂高等学校 高2 関東 110 90

111 佐藤 彩月 ﾋﾟｭｱR.G/日女体大附属二階堂高等学校 高1 関東 111 91

112 草刈 紗羽 グレ-ス/桐朋女子高校 高2 関東 112 92

113 野田 いちご しらつちRG 高2 関東 113 93

114 川東 萌子 世田谷ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 高1 関東 114 94

115 岩崎 千紘 世田谷 RG 高3 関東 115 95

116 谷垣 葵衣 世田谷 RG 高1 関東 116 96

117 花見 結衣 世田谷ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ/白鵬女子高校 高1 関東 117 97

118 松原 楓歩 With R.Gクラブ 高2 関東 118 98

119 斉藤 菜杏 With R.Gクラブ 高1 関東 119 99

120 中里 菜乃 With R.Gクラブ 高1 関東 120 100
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121 細川 粋 アンジュ/城南静岡高等学校 高3 東海 121 141

122 糠谷 葉月 アンジュ/城南静岡高等学校 高2 東海 122 142

123 小宮山 実優 アンジュ/城南静岡高等学校 高2 東海 123 143

124 林 優奈 舞エンジェルスRG 高2 北信越 124 144

125 鈴木 希歩 常葉大学附属常葉高等学校 高3 東海 125 145

126 森 結菜 静岡RGクラブ 高1 東海 126 146

127 築地 璃実 常葉大学附属常葉高等学校 高1 東海 127 147

128 長田 七海 静岡RG 高3 東海 128 148

129 冨田 悠理香 常葉大学附属常葉高等学校 高3 東海 129 149

130 菅野 桃愛 静岡RG 高2 東海 130 150

131 玉代勢 ありさ 静岡RGクラブ 高1 東海 131 151

132 須藤 華蓮 常葉大学附属常葉高等学校 高3 東海 132 152

133 清 杏寿 静岡RGクラブ 高3 東海 133 153

134 梶田 桜羅 HEARTS 高1 東海 134 154

135 鈴木 遥乃花 HEARTS 高1 東海 135 155

136 嶋田 有紗 ハーツ新体操クラブ 高1 東海 136 156

137 杉山 和香奈 HEARTS 高2 東海 137 157

138 相原 百花 HEARTS 高2 東海 138 158

139 伊神 日和 ハーツ新体操クラブ 高2 東海 139 159

140 長谷川 友津 ハーツ新体操クラブ 高2 東海 140 160

141 大町 美羽 済美高等学校 高2 東海 141 121

142 知念 明日香 済美高等学校 高1 東海 142 122

143 三輪 彩乃 済美高等学校 高1 東海 143 123

144 宮田 紬良 済美高等学校 高1 東海 144 124

145 筋野 麗美 大垣共立銀行OKB体操クラブ 高1 東海 145 125

146 水品 礼 沼津香陵新体操クラブ/沼津市立沼津高等学校 高2 東海 146 126

147 木村 真菜 沼津香陵新体操クラブ/沼津市立沼津高等学校 高2 東海 147 127

148 深津 円花 沼津香陵新体操クラブ/沼津市立沼津高等学校 高2 東海 148 128

149 芹澤 遥愛 長泉新体操クラブ 高2 東海 149 129

150 野木 陽菜乃 長泉新体操クラブ 高1 東海 150 130

151 上野 由葉 長泉新体操クラブ 高1 東海 151 131

152 三ツ木 玲夏 長泉RG 高3 東海 152 132

153 立花 紗弥 長泉RG 高3 東海 153 133

154 小林 麗 WingまつもとR・G 高2 北信越 154 134

155 加茂 杏菜 WingなんまつR・G 高1 北信越 155 135

156 歌田 優花 WingなんまつR・G 高1 北信越 156 136

157 山田 歩実 WingまつもとR・G 高1 北信越 157 137

158 増澤 さな WingなんまつR・G 高2 北信越 158 138

159 荒幡 花菜 WingなんまつR・G 高2 北信越 159 139

160 阿保 里奈 西武台高等学校 高2 関東 160 140
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161 加藤 藍 華舞翔新体操倶楽部 高3 東北 161 181

162 鈴木 苺香 島田ジュニア 高2 東海 162 182

163 石原 愛菜 名古屋女子大学高等学校 高3 東海 163 183

164 田川 萌衣 MEIJO R・G 高2 東海 164 184

165 村瀬 紗愛香 名古屋女子大学高等学校 高3 東海 165 185

166 小澤 知夏 名女大Ｊｒ新体操クラブ 高1 東海 166 186

167 西村 美紗 MEIJO R・G 高2 東海 167 187

168 小林 光莉 名女大Ｊｒ新体操クラブ 高1 東海 168 188

169 栗田 真央 MEIJO R・G 高1 東海 169 189

170 藤川 巴菜 名古屋女子大学高等学校 高3 東海 170 190

171 酒井 亜希良 MEIJO R・G 高2 東海 171 191

172 古西 綾華 名女大Ｊｒ新体操クラブ 高1 東海 172 192

173 水野 莉子 名古屋女子大学高等学校 高3 東海 173 193

174 石川 茉依 名女大Ｊｒ新体操クラブ 高2 東海 174 194

175 佐藤 菜樹 磐城第一高等学校 高2 東北 175 195

176 干場 知優里 みやび新体操クラブ 高3 近畿 176 196

177 堀川 紅葉 みやび新体操クラブ 高1 近畿 177 197

178 川崎 早菜 みやび新体操クラブ 高1 近畿 178 198

179 三村 月輝乃 ＡＤＯＲＥ　ＲＧ仙台/聖ウルスラ学院英智高等学校 高3 東北 179 199

180 後藤 末莉 イオン鈴鹿 高3 東海 180 200

181 仲野 舞 SHOYO RG 高3 近畿 181 161

182 河本 夏歩 YＵU　RG 高3 中国 182 162

183 中本 くるみ YＵU　RG 高2 中国 183 163

184 佐野 瑛菜 近江兄弟社高等学校 高3 近畿 184 164

185 圓城 希帆 近江兄弟社高等学校 高1 近畿 185 165

186 清水 胡花 近江兄弟社高等学校 高2 近畿 186 166

187 藤井 秋里 Ａｎｉｍｏｎ　ＲＧ/四日市メリノール学院高等学校 高2 東海 187 167

188 樫本 雪美 Y新体操クラブ 高1 近畿 188 168

189 笹沼 陽奈 BELINDA RG/青森山田高等学校 高2 東北 189 169

190 佐藤 真緒 BELINDA RG/青森山田高等学校 高1 東北 190 170

191 鈴木 律 BELINDA RG/青森山田高等学校 高3 東北 191 171

192 岩田 和花奈 山陽女学園高等部 高3 中国 192 172

193 松尾 怜香 山陽女学園高等部 高2 中国 193 173

194 西村 美咲 山陽女学園高等部 高3 中国 194 174

195 岩﨑 朝花 山陽女学園高等部 高3 中国 195 175

196 渡邉 きらり 岡山県立岡山南高等学校/きらり☆岡山新体操クラブ 高3 中国 196 176

197 根津 このか 磐田東高校 高2 東海 197 177

198 村松 京 るんな新体操クラブ 高1 東海 198 178

199 菊井 珠乃 Ｓtella Ｒ☆Ｇ 高3 近畿 199 179

200 横山 真希 Ｓtella Ｒ☆Ｇ 高2 近畿 200 180
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201 村国 野乃花 北星学園女子中学・高等学校/札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ 高2 北海道 201 221

202 高木 純菜 北星学園女子中学・高等学校/札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ 高2 北海道 202 222

203 薦田 朱里 聖カタリナ学園高等学校 高3 四国 203 223

204 向井 理彩 聖カタリナ学園高等学校 高2 四国 204 224

205 渡部 風花 聖カタリナ学園高等学校 高2 四国 205 225

206 石田 日菜 聖カタリナ学園高等学校 高3 四国 206 226

207 佐藤 なるみ ミッキー新体操クラブ 高3 四国 207 227

208 伊関 春日 ミッキー新体操クラブ 高3 四国 208 228

209 加波 史帆 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 高2 近畿 209 229

210 漆原 沙和 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 高3 近畿 210 230

211 増本 菜花 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 高1 近畿 211 231

212 藤村 美沙 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 高3 近畿 212 232

213 戸田 瑚夏 神戸すみれ新体操クラブ 高2 近畿 213 233

214 溝口 莉仔 エンジェルRGカガワ日中 丸亀 高1 四国 214 234

215 喜田 未来乃 エンジェルRGカガワ日中 高1 四国 215 235

216 白川 愛侑子 エンジェルRGカガワ日中 高1 四国 216 236

217 監崎 琴美 エンジェルRGカガワ日中 丸亀 高2 四国 217 237

218 松井 佑月 日ノ本学園高等学校/レジーナ 高3 近畿 218 238

219 宇野 ひまり 日ノ本学園高等学校/レジーナ 高2 近畿 219 239

220 堅田 希颯 日ノ本学園高等学校/レジーナ 高3 近畿 220 240

221 花吉 美柚 アリシエ兵庫 高3 近畿 221 201

222 長尾 日乃花 アリシエ兵庫 高3 近畿 222 202

223 浦田 ふたば アリシエ兵庫 高3 近畿 223 203

224 鈴木 菜巴 アリシエ兵庫 高2 近畿 224 204

225 室谷 和佳 兵庫県立加古川西高等学校 高2 近畿 225 205

226 賀出 倫実 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 高2 四国 226 206

227 岡 美星 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 高2 四国 227 207

228 今津 世菜 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 高2 四国 228 208

229 中村 一葉 M2三碓新体操クラブ/奈良文化高等学校 高3 近畿 229 209

230 中村 知花 M2三碓新体操クラブ/奈良文化高等学校 高1 近畿 230 210

231 山口 あおい 奈良文化高等学校 高3 近畿 231 211

232 木村 美結 奈良文化高等学校/クォーツRG 高2 近畿 232 212

233 河野 ほのか 済美クラブ 高1 四国 233 213

234 樋川 凜香 済美クラブ 高3 四国 234 214

235 菅 春菜 済美高等学校 高3 四国 235 215

236 水沼 奏愛 済美クラブ 高1 四国 236 216

237 阪本 こゆず 済美クラブ 高3 四国 237 217

238 白石 愛実 済美高等学校 高3 四国 238 218

239 酒井 美乃莉 済美高等学校 高3 四国 239 219

240 高岡 凜 済美高等学校 高3 四国 240 220
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