
NO. 選⼿名 所属団体名 ブロック
11 萩原 未麗 県⽴⾼崎東⾼校 関東
16 ⼩出 紬 TUNE R.G 北信越
17 ⻘⽊ もも花 TUNE R.G 北信越
26 古⾕ みみ みのり新体操クラブ/茨城県⽴⽯岡第⼀⾼校 関東
27 武藤 舞 みのり新体操クラブ/県⽴中央⾼校 関東
28 ⽵内 友⾹ みのり新体操クラブ 関東
33 薄井 姫菜 光明学園相模原⾼等学校 関東
43 川岸 ⼣彩 丸岡⾼等学校 北信越
45 岩尾 春花 丸岡新体操クラブPHOENIX 北信越
49 中屋 美⽻ ドルチェRG 北信越
51 平野 潤 ドルチェRG 北信越
52 中嶋 彩葉 ドルチェRG 北信越
74 野⾺ 澪 伊那ジュニア新体操ポーラスター 北信越
99 安⽣ 來愛 国⼠舘⾼等学校 関東
146 ⽔品 礼 沼津⾹陵新体操クラブ/沼津市⽴沼津⾼等学校 東海
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 東海
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 東海
149 芹澤 遥愛 ⻑泉新体操クラブ 東海
150 野⽊ 陽菜乃 ⻑泉新体操クラブ 東海
156 歌⽥ 優花 WingなんまつR・G 北信越
161 加藤 藍 華舞翔新体操倶楽部 東北
175 佐藤 菜樹 磐城第⼀⾼等学校 東北
182 河本 夏歩 YＵU RG 中国
183 中本 くるみ YＵU RG 中国
188 樫本 雪美 Y新体操クラブ 近畿
192 岩⽥ 和花奈 ⼭陽⼥学園⾼等部 中国
193 松尾 怜⾹ ⼭陽⼥学園⾼等部 中国
194 ⻄村 美咲 ⼭陽⼥学園⾼等部 中国
195 岩﨑 朝花 ⼭陽⼥学園⾼等部 中国
203 薦⽥ 朱⾥ 聖カタリナ学園⾼等学校 四国
204 向井 理彩 聖カタリナ学園⾼等学校 四国
205 渡部 ⾵花 聖カタリナ学園⾼等学校 四国
206 ⽯⽥ ⽇菜 聖カタリナ学園⾼等学校 四国
207 佐藤 なるみ ミッキー新体操クラブ 四国
209 加波 史帆 兵庫⼤学附属須磨ノ浦⾼等学校 近畿
210 漆原 沙和 兵庫⼤学附属須磨ノ浦⾼等学校 近畿
211 増本 菜花 兵庫⼤学附属須磨ノ浦⾼等学校 近畿
212 藤村 美沙 兵庫⼤学附属須磨ノ浦⾼等学校 近畿
213 ⼾⽥ 瑚夏 神⼾すみれ新体操クラブ 近畿
215 喜⽥ 未来乃 エンジェルRGカガワ⽇中 四国
221 花吉 美柚 アリシエ兵庫 近畿
222 ⻑尾 ⽇乃花 アリシエ兵庫 近畿
223 浦⽥ ふたば アリシエ兵庫 近畿
224 鈴⽊ 菜巴 アリシエ兵庫 近畿
233 河野 ほのか 済美クラブ 四国
234 樋川 凜⾹ 済美クラブ 四国
235 菅 春菜 済美⾼等学校 四国
236 ⽔沼 奏愛 済美クラブ 四国
237 阪本 こゆず 済美クラブ 四国
238 ⽩⽯ 愛実 済美⾼等学校 四国
239 酒井 美乃莉 済美⾼等学校 四国
240 ⾼岡 凜 済美⾼等学校 四国

NO. 選⼿名 所属団体名 ブロック
26 藤本 太陽 京都市⽴紫野⾼等学校 近畿
40 ⼟橋 瑠 ⼭梨県⽴甲府⼯業⾼等学校 関東

NO. ブロック
1 東北
2 九州
3 東北
5 東北
8 東北
16 関東
18 近畿

総務NO.1（訂正）

京都市⽴紫野⾼等学校

TSJ新体操クラブ
三桜ジュニア新体操クラブ

滝沢南中学校

滝沢南RG
千葉県⽴袖ヶ浦⾼等学校

男⼦団体棄権チーム

華舞翔新体操倶楽部

所属団体名

SASAKICUP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

⼥⼦個⼈棄権者

男⼦個⼈棄権者


