
班 No. 選手名 フリガナ 学年 所属団体名 ロープ クラブ

1 本田 歩夢 ホンダ アユム 高3 盛岡市立高等学校 1 12

2 沼田 悠人 ヌマタ ユウト 中3 31-92 2 13

3 棚澤 慶太 タナザワ ケイタ 中3 31-92 3 14

4 東 凰雅 ヒガシ クウガ 高1 鹿児島実業高等学校/禁断ノ華実RG 4 15

5 新屋 涼大 シンヤ リョウダイ 高3 鹿児島実業高等学校/禁断ノ華実RG 5 16

6 田中 晨敬 タナカ アキノリ 中3 北海道新体操クラブ江別 6 17

7 小鹿 伸太朗 コジカ シンタロウ 中3 北海道新体操クラブ江別 7 18

8 渡邊 太陽 ワタナベ タイヨウ 高1 埼玉栄高等学校 8 19

9 坂田 陽琉恩 サカタ ハルオキ 高1 埼玉栄高等学校 9 20

10 小林 陽向 コバヤシ ヒュウガ 高3 高田高等学校 10 21

11 関戸 銀児 セキド ギンジ 高1 高田高等学校 11 22

12 北川 竜羽 キタガワ リュウハ 高3 北海道恵庭南高等学校 12 1

13 越井 幸佑 コシイ コウスケ 高2 Ｋａｉｎｇ．ＲＧ 13 2

14 加世 晃太 カセ コウタ 中3 synchression 14 3

15 村山 颯 ムラヤマ ソウ 中2 国士舘中学校/国士舘ジュニアRG 15 4

16 平野 智大 ヒラノ トモヒロ 高3 富山県立新湊高校 16 5

17 貝瀨 壮 カイセ タケル 高3 光明学園相模原高等学校 17 6

18 松島 颯 マツシマ ハヤタ 高3 光明学園相模原高等学校 18 7

19 岩崎 竜誠 イワサキ リュウセイ 中3 国士舘ジュニアＲＧ 19 8

20 岩崎 彪雅 イワサキ ヒュウガ 中3 国士舘ジュニアＲＧ 20 9

21 寺田 翔晴 テラダ ショウセイ 中3 清風中学校 21 10

22 高坂 凜 コウサカ リン 中3 清風中学校 22 11
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23 井口 心凪 イグチ シナギ 高3 WingまつもとR・G 23 34

24 丸山 和孝 マルヤマ カズタカ 高2 WingまつもとR・G 24 35

25 岡 春輝 オカ ハルキ 高2 WingまつもとR・G 25 36

26 岩城 祈一千 イワキ キイチ 高3 国士舘高等学校 26 37

27 川嶋 龍登 カワシマ リュウト 高3 国士舘高等学校 27 38

28 村山 涼 ムラヤマ リョウ 高2 国士舘高等学校 28 39

29 藤田 航太郎 フジタ コウタロウ 中2 RG葛飾新体操クラブ 29 40

30 井口 拓哉 イグチ タクヤ 中2 RG葛飾新体操クラブ 30 41

31 遠藤 悠斗 エンドウ ユウト 高3 宮城県名取高等学校 31 42

32 吉野 武琉 ヨシノ タケル 高3 宮城県名取高等学校 32 43

33 谷津 敬直 ヤツ タカナオ 高2 宮城県名取高等学校 33 44

34 齋藤 悠杜 サイトウ ハルト 高2 宮城県名取高等学校 34 23

35 田中 千紗仁 タナカ チサト 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 35 24

36 高橋 定暉 タカハシ サダキ 中3 大垣共立銀行OKB体操クラブ 36 25

37 青木 涼多朗 アオキ リョウタロウ 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 37 26

38 山田 拳伸 ヤマダ ケンシン 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 38 27

39 岩田 隼 イワタ ハヤト 高3 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 39 28

40 丸山 一休 マルヤマ イッキュウ 中2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 40 29

41 長瀬 羚 ナガセ レイ 高1 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 41 30

42 立木 拓登 ツイキ タクト 中3 Ｌｅｏ　RG 42 31

43 山本 響士朗 ヤマモト キョウシロウ 中3 Ｌｅｏ　RG 43 32

44 大勝 雄介 オオカツ ユウスケ 高2 Ｌｅｏ　RG/四日市高等学校 44 33
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45 加藤 慧士 カトウ ケイジ 高1 阿久比新体操クラブ 45 56

46 島田 倫太朗 シマダ リンタロウ 高2 阿久比新体操クラブ 46 57

47 大垣 伶 オオガキ リョウ 高3 丹後ジュニア新体操クラブ 47 58

48 谷口 央弥 タニグチ ヒロヤ 高2 丹後ジュニア新体操クラブ 48 59

49 吉野 佑璃 ヨシノ ユウリ 中2 ホワイトキューブ新体操教室 49 60

50 豊島 渉 トヨシマ ワタル 中2 ホワイトキューブ新体操教室 50 61

51 高橋 憲信 タカハシ ケンシン 中2 ホワイトキューブ新体操教室 51 62

52 大坪 慧柊 オオツボ ケイト 中2 滝沢南ＲＧ 52 63

53 米澤 翔太 ヨネザワ ショウタ 中3 禁断ノ華実 53 64

54 裏山 大生 ウラヤマ タイセイ 高3 清風高等学校 54 65

55 大西 春之進 オオニシ ハルノシン 高3 清風高等学校 55 66

56 大嶋 絢心 オオシマ ケンシン 中3 レインボージムナスティックス大潟 56 67

57 近藤 譲 コンドウ ジョウ 中3 レインボージムナスティックス大潟 57 45

58 阿部 勇冴 アベ ユウゴ 中3 滝沢南中学校 58 46

59 瀬川 祥永 セガワ ショウエン 中3 滝沢南中学校 59 47

60 志知 真之介 シチ シンノスケ 中3 滝沢南中学校 60 48

61 熊沢 理元 クマザワ タカハル 中2 滝沢南中学校 61 49

62 中屋敷 佑也 ナカヤシキ ユウヤ 中3 滝沢南中学校 62 50

63 熊谷 祥 クマガイ ショウ 中3 滝沢南中学校 63 51

64 譽士太 陽向 ヨシダ ヒナタ 高2 青森山田高等学校 64 52

65 神山 貴臣 カミヤマ タカオミ 高2 青森山田高等学校 65 53

66 工藤 柊翔 クドウ シュウト 高1 青森山田高等学校 66 54

67 葛西 麗音 カサイ レノン 高3 青森山田高等学校 67 55
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1 横山 真希 ヨコヤマ マキ 高3 Ｓtella Ｒ☆Ｇ 1 21

2 竹中 乃愛 タケナカ ノア 高1 Ｓtella Ｒ☆Ｇ 2 22

3 森 結菜 モリ ユウナ 高2 常葉大学附属常葉高等学校/静岡RG 3 23

4 鈴木 陽月 スズキ ヒヅキ 高1 常葉大学附属常葉高等学校/静岡RG 4 24

5 長田 小雪 オサダ コユキ 高1 常葉大学附属常葉高等学校/静岡RG 5 25

6 築地 璃実 ツキジ リミ 高2 常葉大学附属常葉高等学校/静岡RG 6 26

7 玉代勢 ありさ タマヨセ アリサ 高2 常葉大学附属常葉高等学校/静岡RG 7 27

8 高津 李彩 タカツ モア 高1 HEARTS 8 28

9 三好 晴日 ミヨシ ハルカ 高1 HEARTS 9 29

10 田原迫 緑香 タハラサコ ミトカ 高1 HEARTS 10 30

11 嶋田 有紗 シマダ アリサ 高2 HEARTS 11 31

12 牧田 梨那 マキタ リナ 高2 HEARTS 12 32

13 相原 百花 アイハラ モモカ 高3 HEARTS 13 33

14 三浦 萌花 ミウラ モモカ 高2 HEARTS 14 34

15 美川 愛乃 ミカワ アノ 高1 HEARTS 15 35

16 平田 愛々実 ヒラタ ナナミ 高2 HEARTS 16 36

17 鈴木 遥乃花 スズキ ノノカ 高2 HEARTS 17 37

18 杉山 和香奈 スギヤマ ワカナ 高3 HEARTS 18 38

19 梶田 桜羅 カジタ オウラ 高2 HEARTS 19 39

20 仲田 沙絵 ナカタ サエ 高1 HEARTS 20 40

21 松岡 ひまり マツオカ ヒマリ 高2 チアフルRG 21 1

22 柴田 伶音 シバタ レノン 高1 高崎新体操クラブ 22 2

23 小野 寧々 オノ ネネ 高3 高崎新体操クラブ/新島学園高等学校 23 3

24 鈴木 梨奈 スズキ リナ 高2 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 24 4

25 望月 陽香理 モチヅキ ヒカリ 高1 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 25 5

26 佐野 香帆 サノ カホ 高2 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 26 6

27 嶋村 美燿 シマムラ ミヨ 高1 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 27 7

28 横内 花野 ヨコウチ ハナノ 高1 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士スターリス 28 8

29 中山 碧 ナカヤマ アオイ 高2 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 29 9

30 小鮒 由茉 コブナ ユマ 高1 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 30 10

31 田尻 琴乃 タジリ コトノ 高2 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 31 11

32 竹内 舞 タケウチ マイ 高3 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 32 12

33 挟間 晴楓 ハザマ カルカ 高3 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 33 13

34 木村 有里 キムラ ユウリ 高1 apricot新体操クラブ 34 14

35 渡辺 寧々 ワタナベ ネネ 高1 apricot新体操クラブ 35 15

36 柴田 愛来 シバタ アイラ 高2 県陽ジュニアクラブ/学校法人武南学園　武南高等学校 36 16

37 牛山 りん ウシヤマ リン 高1 伊那西高校 37 17

38 峰廣 さくら ミネヒロ サクラ 高1 伊那西高校 38 18

39 立石 心愛 タテイシ ココア 高1 伊那西高校 39 19

40 尾島 美空 オジマ ミソラ 高1 伊那西高校 40 20
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41 秋山 名菜 アキヤマ ナナ 高2 伊那西高校 41 61

42 幡野 桔梗 ハタノ キキョウ 高1 伊那西高校 42 62

43 田平 乙姫 タビラ オトヒ 高3 伊那西高校 43 63

44 森本 真衣 モリモト マイ 高1 伊那西高校 44 64

45 海﨑 しおり カイザキ シオリ 高2 伊那西高校 45 65

46 山岸 聖菜 ヤマギシ セナ 高3 伊那西高校 46 66

47 金丸 夏実 カネマル ナツミ 高3 伊那西高校 47 67

48 竹澤 思人 タケザワ コト 高3 伊那西高校 48 68

49 市川 翠月 イチカワ ミヅキ 高3 伊那西高校 49 69

50 東 愛梨 ヒガシ アイリ 高1 インタークオレス/昭和学院高校 50 70

51 中村 早希 ナカムラ サキ 高3 インタークオレス 51 71

52 倉嶋 りいな クラシマ リイナ 高1 島田ジュニア/静岡県立島田高等学校 52 72

53 鈴木 苺香 スズキ マイカ 高3 島田ジュニア 53 73

54 杉山 桃々葉 スギヤマ モモハ 高1 島田ジュニア 54 74

55 今津 世菜 イマヅ セナ 高3 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 55 75

56 賀出 倫実 カイデ ツグミ 高3 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 56 76

57 岡 美星 オカ ミホシ 高3 ヴェニエラRG/徳島県立富岡西高等学校 57 77

58 黒瀬 里菜 クロセ リナ 高1 OSK新体操スクール/埼玉県立久喜高等学校 58 78

59 黒田 姫花 クロダ ヒメカ 高1 OSK新体操スクール/埼玉栄高等学校 59 79

60 加島 瑚々 カシマ ココ 高2 国士舘ジュニアＲＧ/国士舘高等学校 60 80

61 浅野 裕紀子 アサノ ユキコ 高3 国士舘ジュニアＲＧ/国士舘高等学校 61 41

62 花吉 舞優 ハナヨシ マユウ 高1 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 62 42

63 中村 江里彩 ナカムラ エリサ 高1 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 63 43

64 室谷 和佳 ムロタニ ノドカ 高3 アリシエ兵庫 64 44

65 鈴木 菜巴 スズキ ナルハ 高3 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 65 45

66 増本 菜花 マスモト ナナ 高2 アリシエ兵庫/兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 66 46

67 山本 琴海 ヤマモト コトミ 高2 中京高等学校 67 47

68 小暮 雫 コグレ シズク 高2 藤岡新体操クラブ 68 48

69 中林 凜花 ナカバヤシ リンカ 高1 藤岡新体操クラブ 69 49

70 平野 花純 ヒラノ カスミ 高2 藤岡新体操クラブ 70 50

71 横田 悠 ヨコタ ハルカ 高1 藤岡新体操クラブ 71 51

72 坪井 友香 ツボイ ユカ 高2 きらり☆岡山新体操クラブ/岡山県立岡山南高等学校 72 52

73 中下 楓夏 ナカシタ フウカ 高2 きらり☆岡山新体操クラブ/岡山県立岡山南高等学校 73 53

74 大野 百花 オオノ モモカ 高1 ピンクドラゴンズ　RG/県立藤代高校 74 54

75 渋谷 美緒 シブヤ ミオ 高1 舞エンジェルスRG/昭和学院高校 75 55

76 林 優奈 ハヤシ ユウナ 高3 舞エンジェルスRG 76 56

77 坂本 あゆみ サカモト アユミ 高1 NPO・YTK新体操ｸﾗﾌﾞ 77 57

78 河辺 瑠名 カワベ ルナ 高3 藤村女子高等学校 78 58

79 中村 涼乃 ナカムラ スズノ 高3 藤村女子高等学校 79 59

80 諸川 由奈 モロカワ ユウナ 高3 藤村女子高等学校 80 60
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81 森本 羽音 モリモト ハノン 高1 藤村女子高等学校 81 101

82 古屋 那埜 フルヤ ナノ 高1 クレスト 82 102

83 岡田 未来愛 オカダ ミリア 高2 クレスト 83 103

84 雨宮 心花 アメミヤ コハナ 高2 クレスト 84 104

85 村石 美海 ムライシ ミウ 高2 Amelia 85 105

86 鍬田 海優 クワタ ミユ 高1 Meteor 86 106

87 吉田 みやび ヨシダ ミヤビ 高2 FRAT STAR RG 87 107

88 伊藤 沙菜 イトウ サナ 高3 KAWAI ･ RG 88 108

89 赤羽 陽菜子 アカハネ ヒナコ 高2 ポミエ新体操クラブ/飯田女子高等学校 89 109

90 山田 瑛羽 ヤマダ アキハ 高2 ポミエ新体操クラブ/飯田女子高等学校 90 110

91 川﨑 栞菜 カワサキ カンナ 高1 インフィニーRG/昭和学院高校 91 111

92 小黒 夢実 オグロ ミミ 高2 インフィニーRG/昭和学院高校 92 112

93 遠藤 彩芽 エンドウ アヤメ 高1 八千代松陰高等学校 93 113

94 水戸邊 奈緒 ミトベ ナオ 高3 八千代松陰高等学校 94 114

95 宿谷 凪沙 シュクタニ ナギサ 高2 アリスRG 95 115

96 本田 碧 ホンダ アオ 高3 アリスRG 96 116

97 鈴木 千尋 スズキ チヒロ 高3 すみれRG 97 117

98 樫本 雪美 カシモト ユキミ 高2 Y新体操クラブ 98 118

99 白川 愛侑子 シラカワ アユコ 高2 エンジェルRGカガワ日中 丸亀 99 119

100 監崎 琴美 ケンザキ コトミ 高3 エンジェルRGカガワ日中 丸亀 100 120

101 保科 百花 ホシナ モモカ 高1 長泉RG 101 81

102 石川 莉緒 イシカワ リオ 高1 長泉RG 102 82

103 野木 陽菜乃 ノギ ヒナノ 高2 長泉RG 103 83

104 芹澤 遥愛 セリザワ トア 高3 長泉RG 104 84

105 上野 由葉 ウエノ ユイハ 高2 長泉RG 105 85

106 田邉 真凛 タナベ マリン 高1 長泉RG 106 86

107 中川 ことみ ナカガワ コトミ 高1 パレスRG 107 87

108 松田 理沙 マツダ リサ 高3 パレスRG 108 88

109 山﨑 百華 ヤマザキ モモカ 高1 パレスRG 109 89

110 加島 瑚々 カジマ ココ 高2 東台新体操クラブ 110 90

111 沼澤 美怜 ヌマサワ ミレイ 高1 東台新体操クラブ 111 91

112 鈴木 優奈 スズキ ユウナ 高2 東台新体操クラブ 112 92

113 永山 怜奈 ナガヤマ レナ 高1 東台新体操クラブ 113 93

114 藤原 綾乃 フジワラ アヤノ 高3 東台新体操クラブ 114 94

115 宇野 ひまり ウノ ヒマリ 高3 日ノ本学園高等学校/Regina 115 95

116 菅原 梨央 スガハラ リオ 高2 日ノ本学園高等学校/Regina 116 96

117 常住 加留奈 トコズミ カルナ 高1 日ノ本学園高等学校/Regina 117 97

118 安田 愛花 ヤスダ アイカ 高2 日ノ本学園高等学校/Regina 118 98

119 寺田 薫 テラダ カオリ 高1 シェリーR.G/東京都立王子総合高等学校 119 99

120 宮下 紗菜 ミヤシタ サナ 高2 ルキア新体操クラブ 120 100

5月20日（金）
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女　子　個　人　競　技　試　技　順

班 No. 選手名 フリガナ 学年 所属団体名 ボール クラブ

121 筋野 麗美 スジノ ウルミ 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 121 141

122 大町 美羽 オオマチ ミウ 高3 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 122 142

123 長屋 明依 ナガヤ メイ 高1 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 123 143

124 宮元 唯奈 ミヤモト ユイナ 高1 大垣共立銀行OKB体操クラブ 124 144

125 宮田 紬良 ミヤタ ユラ 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 125 145

126 知念 明日香 チネン アスカ 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 126 146

127 阿保 里奈 アボ リナ 高3 西武台高等学校/Forte Sette 127 147

128 小林 愛奈 コバヤシ アイナ 高1 西武台高等学校/Forte Sette 128 148

129 永山 心結 ナガヤマ ミユ 高3 西武台高等学校 129 149

130 大石 実桜 オオイシ ミオ 高2 富山県立新湊高校 130 150

131 磐田 色映 イワタ イロハ 高2 富山県立新湊高校 131 151

132 寺澤 果乃 テラサワ カノ 高1 富山県立新湊高校 132 152

133 石丸 優花 イシマル ユウカ 高3 富山県立新湊高校 133 153

134 平子 ゆい ヒラコ ユイ 高1 ソレイユ 134 154

135 林 麻愛 ハヤシ アサネ 高3 Infiny新体操クラブ/昭和学院高校 135 155

136 笹本 莉央 ササモト リオ 高3 Infiny新体操クラブ/駒場学園高等学校 136 156

137 檜山 夢結 ヒヤマ ユユ 高1 Infiny新体操クラブ/八千代松陰高等学校 137 157

138 鎌田 栗実 カマダ クリミ 高1 観音寺ＲＧ・エイム 138 158

139 春里 奈月 ハルサト ナツキ 高3 武庫川女子大学附属高等学校 139 159

140 辻上 七愛 ツジガミ ナナエ 高3 武庫川女子大学附属高等学校 140 160

141 竹髙 朱莉 タケタカ アカリ 高2 安達新体操クラブ/昭和学院高校 141 121

142 高橋 留奈 タカハシ ルナ 高3 安達新体操クラブ/昭和学院高校 142 122

143 田口 久乃 タグチ ヒサノ 高1 安達新体操クラブ/あずさ第一高等学校 143 123

144 中屋 美羽 ナカヤ ミウ 高3 丸岡高等学校 144 124

145 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3 丸岡高等学校 145 125

146 川岸 夕彩 カワギシ ユウア 高3 丸岡高等学校 146 126

147 後藤 りあら ゴトウ リアラ 高3 丸岡高等学校 147 127

148 佐々木 里椛 ササキ リカ 高2 丸岡高等学校 148 128

149 岩尾 春花 イワオ ハルカ 高3 丸岡高等学校 149 129

150 福田 圭那 フクダ カナ 高2 丸岡高等学校 150 130

151 百目鬼 彩羽 ドウメキ サワ 高3 丸岡高等学校 151 131

152 柿原 希美 カキハラ ノゾミ 高2 丸岡高等学校 152 132

153 久保田 歩優光 クボタ アユミ 高2 丸岡高等学校 153 133

154 中嶋 彩葉 ナカジマ アヤハ 高3 丸岡高等学校 154 134

155 磯野 未來 イソノ ミク 高1 東金ＲＧ/県立東金高校 155 135

156 小野 詩和 オノ コトワ 高3 駒場学園高等学校 156 136

157 森 優葵 モリ ユウア 高2 駒場学園高等学校 157 137

158 大門 怜亜 ダイモン レイア 高2 駒場学園高等学校/アミューズ新体操クラブ 158 138

159 大黒 亜紀 オオグロ アキ 高2 駒場学園高等学校 159 139

160 宇賀 優 ウガ ユウ 高2 駒場学園高等学校 160 140
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班 No. 選手名 フリガナ 学年 所属団体名 ボール クラブ

161 岩瀬 実結 イワセ ミユ 高3 駒場学園高等学校 161 179

162 齊藤 真緒 サイトウ マオ 高1 世田谷 RG/駒場学園高等学校 162 180

163 花見 結衣 ハナミ ユイ 高2 世田谷 RG/白鵬女子高校 163 181

164 田邊 観世埜 タナベ カセノ 高1 世田谷 RG/白鵬女子高校 164 182

165 川東 萌子 カワヒガシ モエコ 高2 世田谷 RG 165 183

166 木村 美結 キムラ ミユウ 高3 奈良文化高等学校/クォーツRG 166 184

167 大川 心寧 オオカワ ココネ 高3 奈良文化高等学校 167 185

168 山本 彩心 ヤマモト アコ 高2 Amaze 168 186

169 五嶋 咲希 ゴトウ サキ 高1 クラソタＲＧ/佐賀県立佐賀北高等学校 169 187

170 海保 結愛 カイホ ユメ 高1 イオン 170 188

171 小澤 遙 オザワ ハルカ 高1 つくばＲ．Ｇ． 171 189

172 苅米 涼菜 カリゴメ スズナ 高3 東京ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 172 190

173 十河 美紗都 ソゴウ ミサト 高2 東京ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 173 191

174 荒井 理桜子 アライ リサコ 高3 Diana 174 192

175 草間 美優 クサマ ミユ 高2 Diana 175 193

176 中川 結己奈 ナカガワ ユキナ 高3 Dream☆Inter・Cuoles/昭和学院高校 176 194

177 太田 詩月 オオタ シズク 高2 Dream☆Inter・Cuoles/昭和学院高校 177 195

178 森 夢香 モリ ユメカ 高2 WingまつもとR・G 178 196

179 加茂 杏菜 カモ アンナ 高2 WingまつもとR・G 179 161

180 山田 歩実 ヤマダ アユミ 高2 WingまつもとR・G 180 162

181 荒幡 花菜 アラハタ ハナ 高3 WingまつもとR・G 181 163

182 増澤 さな マスザワ サナ 高3 WingまつもとR・G 182 164

183 池田 美遥 イケダ ミハル 高2 WingまつもとR・G 183 165

184 細谷 沙羽 ホソヤ サワ 高1 Ｒｕｂｙ　ＲＧ/常磐大学高等学校 184 166

185 後藤 由衣菜 ゴトウ ユイナ 高2 アクア新体操クラブ 185 167

186 後藤 愛里 ゴトウ アイリ 高1 アクア新体操クラブ 186 168

187 田中 真央 タナカ マヒロ 高3 Twinkle Star R.G./横浜隼人高等学校 187 169

188 三橋 愛代 ミツハシ マナ 高3 Twinkle Star R.G./横浜翠陵高等学校 188 170

189 鶴野 菜々海 ツルノ ナナミ 高2 Twinkle Star R.G./県立横浜緑園高等学校 189 171

190 仙石 雅穂 センゴク マホ 高1 NPO・YTK新体操ｸﾗﾌﾞ北諏訪/明星高等学校 190 172

191 草刈 紗羽 クサカリ サワ 高3 グレ-ス/桐朋女子高等学校 191 173

192 勝又 つくも カツマタ ツクモ 高1 nico新体操クラブ 192 174

193 小澤 知夏 オザワ チナツ 高2 名古屋女子大学高等学校 193 175

194 杉山 琴音 スギヤマ コトネ 高3 名古屋女子大学高等学校 194 176

195 栗田 真央 クリタ マオ 高2 名古屋女子大学高等学校 195 177

196 西村 美紗 ニシムラ ミサ 高3 名古屋女子大学高等学校 196 178
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班 No. 選手名 フリガナ 学年 所属団体名 ボール クラブ

197 野口 悠那 ノグチ ハルナ 高1 名古屋女子大学高等学校 197 215

198 古西 綾華 コニシ アヤカ 高2 名古屋女子大学高等学校 198 216

199 鶴田 芽生 ツルタ メイ 高1 名古屋女子大学高等学校/名女大Ｊｒ新体操クラブ 199 217

200 水品 礼 ミズシナ レイ 高3 沼津香陵新体操クラブ/沼津市立沼津高等学校 200 218

201 髙沼 千帆 タカヌマ チホ 高2 沼津香陵新体操クラブ/沼津市立沼津高等学校 201 219

202 大塚 由葉 オオツカ ユハ 高2 掛川新体操クラブ/県立小笠高校 202 220

203 工藤 真妃 クドウ マイ 高1 町田RG　もりの 203 221

204 岡井 優真 オカイ ユマ 高1 Estella　RG 204 222

205 平井 沙樹 ヒライ サキ 高3 CACRG/昭和学院高校 205 223

206 喜田 未来乃 キタ ミラノ 高2 エンジェルRGカガワ日中 206 224

207 川原 結香 カワハラ ユイカ 高2 みどり新体操クラブ 207 225

208 瀬川 愛理 セガワ エリ 高1 みどり新体操クラブ 208 226

209 工藤 智佳子 クドウ チカコ 高3 みどり新体操クラブ 209 227

210 福田 詩 フクダ ウタ 高1 みどり新体操クラブ 210 228

211 武藤 舞 ムトウ マイ 高2 みのり新体操クラブ/県立中央高校 211 229

212 古谷 みみ フルヤ ミミ 高2 みのり新体操クラブ/県立石岡第一高等学校 212 230

213 斉藤 菜杏 サイトウ ナナ 高2 With R.Gクラブ/県立甲府城西高校 213 231

214 古屋 里桜 フルヤ サクラ 高1 With R.Gクラブ/山梨県立甲府西高校 214 232

215 松原 楓歩 マツバラ カホ 高3 With R.Gクラブ/県立甲府城西高校 215 197

216 村松 京 ムラマツ ミヤコ 高2 るんな新体操クラブ 216 198

217 鈴木 和奏 スズキ ワカナ 高1 るんな新体操クラブ 217 199

218 髙栁 七彩 タカヤナギ ナナセ 高3 東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ/星野高等学校 218 200

219 木村 美月 キムラ ミヅキ 高1 東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ/潤徳女子高等学校 219 201

220 荒井 こと絵 アライ コトエ 高3 ジュネスＲＧ/横浜隼人高等学校 220 202

221 大久保 葵 オオクボ アオイ 高1 ジュネスＲＧ/横浜隼人高等学校 221 203

222 松島 日和 マツシマ ヒヨリ 高1 ジュネスＲＧ/横浜隼人高等学校 222 204

223 植村 凜 ウエムラ リン 高1 松永新体操クラブ 223 205

224 上田 朋香 ウエダ トモカ 高1 Team Kaida RG 224 206

225 加波 史帆 カナミ シホ 高3 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校/Y新体操クラブ 225 207

226 吉岡 鈴奈 ヨシオカ レナ 高1 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校/神戸すみれ新体操クラブＬＩＴＴＬＥ 226 208

227 戸田 瑚夏 トダ コナツ 高3 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校/神戸すみれ新体操クラブ 227 209

228 中沢 向日葵 ナカザワ ヒマリ 高1 Clarus RG/鎌倉女子大学高等部 228 210

229 小宮山 実優 コミヤマ ミユ 高3 アンジュ/城南静岡高等学校 229 211

230 糠谷 葉月 ヌカヤ ハヅキ 高3 アンジュ/城南静岡高等学校 230 212

231 渡邊 心愛 ワタナベ ココア 高1 アンジュ/城南静岡高等学校 231 213

232 小澤 江奈 オザワ エナ 高1 アンジュ/城南静岡高等学校 232 214
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順 団　体　名 フ　リ　ガ　ナ

1 禁断ノ華実 キンダンノカジツ

2 滝沢南ＲＧ タキザワミナミアールジー

3 君津新体操クラブ キミツシンタイソウクラブ

4 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ

5 滝沢南中学校 タキザワミナミチュウガッコウ

6 阿久比新体操クラブ アグイシンタイソウクラブ

7 青森山田高等学校 アオモリヤマダコウトウガッコウ

8 BLUE TOKYO KIDS ブルートウキョウキッズ

9 大垣共立銀行OKB体操クラブ オオガキキョウリツギンコウオーケービータイソウクラブ

10 鹿児島実業高等学校 カゴシマジツギョウコウトウガッコウ

11 山梨県立甲府工業高等学校 ヤマナシケンリツコウフコウギョウコウトウガッコウ

12 BLUEアスリート/青森山田高等学校 ブルーアスリート/アオモリヤマダコウトウガッコウ

13 宮城県名取高等学校 ミヤギケンナトリコウトウガッコウ

14 光明学園相模原高等学校 コウミョウガクエンサガミハラコウトウガッコウ

15 華舞翔新体操倶楽部 ハナブショウシンタイソウクラブ

16 埼玉栄高等学校 サイタマサカエコウトウガッコウ

17 Ｌｅｏ　RG レオアールジー

SASAKI CUP

第２０回全日本新体操ユースチャンピオンシップ

第１３回男子新体操団体選手権

男　子　団　体　競　技　試　技　順

5月22日（日）



班 選手名 所属団体名 スティック リング 班 選手名 所属団体名 フープ リボン

予選順位 19 位 1 11 予選順位 39 位 1 11

予選順位 17 位 2 12 予選順位 37 位 2 12

予選順位 15 位 3 13 予選順位 35 位 3 13

予選順位 13 位 4 14 予選順位 33 位 4 14

予選順位 11 位 5 15 予選順位 31 位 5 15

予選順位 9 位 6 16 予選順位 29 位 6 16

予選順位 7 位 7 17 予選順位 27 位 7 17

予選順位 5 位 8 18 予選順位 25 位 8 18

予選順位 3 位 9 19 予選順位 23 位 9 19

予選順位 1 位 10 20 予選順位 21 位 10 20

予選順位 20 位 11 1 予選順位 40 位 11 1

予選順位 18 位 12 2 予選順位 38 位 12 2

予選順位 16 位 13 3 予選順位 36 位 13 3

予選順位 14 位 14 4 予選順位 34 位 14 4

予選順位 12 位 15 5 予選順位 32 位 15 5

予選順位 10 位 16 6 予選順位 30 位 16 6

予選順位 8 位 17 7 予選順位 28 位 17 7

予選順位 6 位 18 8 予選順位 26 位 18 8

予選順位 4 位 19 9 予選順位 24 位 19 9

予選順位 2 位 20 10 予選順位 22 位 20 10

予選順位 19 位 21 31

予選順位 17 位 22 32

予選順位 15 位 23 33

予選順位 13 位 24 34

予選順位 11 位 25 35

予選順位 9 位 26 36

予選順位 7 位 27 37

予選順位 5 位 28 38

予選順位 3 位 29 39

予選順位 1 位 30 40

予選順位 20 位 31 21

予選順位 18 位 32 22

予選順位 16 位 33 23

予選順位 14 位 34 24

予選順位 12 位 35 25

予選順位 10 位 36 26

予選順位 8 位 37 27

予選順位 6 位 38 28

予選順位 4 位 39 29

予選順位 2 位 40 30

【女子】５月２２日（日）【男子】５月２１日（土）
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第１３回男子新体操団体選手権
男　女　個　人　決　勝　競　技　試　技　順
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