
2022新体操トライアウトジュニアTA　連絡

各会場毎、午前・午後の部に振り分けを⾏いましたのでご確認下さい。
名簿にお名前がなかったり、会場が異なっている場合や交通等の問題で時間に間に合わ
ない場合はお⼿数ですが、下記メールアドレスまでご連絡下さい。
rgtryout.jr@gmail.com

〇⽇程　※全会場同じです。
8︓50〜9︓20　　受付
9︓30〜12︓30　トライアウト（午前の部）

13︓20〜13︓50　受付
14︓00〜17︓00　トライアウト（午後の部）

※30分以上早くお越しになるのはお控えください。

〇持ち物　※追加
⼿具（ボール・ロープ・リボン）



所属チーム名 学年 ⽒名
1 ALFA ⼩6 寺倉カリナ
2 Bell新体操クラブ ⼩4 ⽜尾 玲菜
3 ⼩6 初⽥叶望
4 中1 櫻澤蓮実
5 KAWAI.RG ⼩5 ⼩楠 紗央
6 ⼩5 ⼭上 凜⼦
7 ⼩5 後藤 菜々佳
8 One新体操クラブ⼤阪 ⼩4 ⾼取 玲⾐
9 Rise Art Gymnastics ⼩5 野萩 葵⽣
10 ⼩4 上⽊杏奈
11 ⼩3 笠井 満仁
12 ⼩4 宮本 ⼼花
13 ⼩4 杉浦 澪
14 中1 ⼭腰 秋華
15 ジャスミン新体操クラブ ⼩6 村上 結愛
16 中2 ⽥中 ⼼愛
17 中2 渡邉美⽻
18 ⼩4 濱地莉央奈
19 中1 吉浦未彩
20 中3 ⼤村 雪乃
21 ⼩6 ⾼⼠莉緒菜
22 ⼩6 ⼭⽥ 琉奈
23 ⼩6 ⽔⾕ 璃茉
24 ⼩5 廣佳乃⼦
25 ⼩6 伊藤美晴
26 岸川新体操クラブ ⼩5 中川 釉晶
27 ⼩3 恒川 未⽻
28 ⼩3 ⼤澤杜実
29 ⼩6 丸⼭ あひる
30 ⼩6 伊藤 愛紗
31 ⼩5 後藤 紫妃
32 ⼩5 河野 星⾐
33 ⼩5 聲元 千佳
34 中1 松⽥ 凛
35 中1 松⽥ 藍
36 中2 ⽥中 友菜
37 中3 ⼩川 妃葵
38 NPO法⼈トゥインクルクラブS ⼩6 櫻庭海⾳
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FIORE

ＮＳクラブ

Swaro.RG

セイシンRG

HEARTS

ハーツRG

ハーツ新体操クラブ

成⽥RG

⼤垣共⽴銀⾏OKB体操クラブ

宝塚サニー新体操クラブ
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所属チーム名 学年 ⽒名
1 ⼩3 ⽵内 愛佳
2 ⼩4 ⼩川千花
3 中1 ⻫藤友愛
4 中1 真嶋あのん
5 ＢＬＯＯＭ ⼩4 ⻄梅 桜花
6 Meteor ⼩5 尾崎朱莉
7 NPO法⼈たかまつ新体操教室 ⼩6 児⽟ 史桜
8 NPO法⼈ローザ新体操クラブ浜松 中1 ⾅⽥ 珠花
9 SEIBO RG 中2 ⻄ 寿⾥愛
10 中1 松岡 新咲
11 中2 平井 京花
12 中2 ⿃⽻都⽉
13 ⼩4 ⼤久保 怜美
14 ⼩4 ⼭⼝ 陽詩
15 ⼩5 ⽥中 柚宇
16 中1 ⽟村 彩花
17 にいかわRG ⼩5 栃⼭ 芽菜
18 ⼩3 澁⾕ ⼼咲
19 ⼩4 ⽯川 愛の⾳
20 ⼩6 ⽩川 彩世
21 中1 三好 初⾳
22 中1 眞鍋凛
23 ⼩3 柱 莉結
24 ⼩4 富⽥ 杏
25 ⼩5 ⼩⼭ 杏
26 東京⼥⼦体育⼤学新体操ジュニア・ユースクラブ 中1 ⼩野⽥ 愛⼦
27 ⼩3 菅原 由結
28 ⼩4 三好 莉流
29 アリスＲＧ ⼩5 福澤 妃那
30 RelieRG南国 ⼩3 北村 咲舞

エンジェルRGカガワ⽇中

午後

Team Kaida RG

くるみ新体操クラブ

観⾳寺RG

⽵⽥RG

MOMO新体操ｸﾗﾌﾞ


