
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 ARIEL RG ⼩6 髙橋 唯花
2 ⼩4 佐野 みこと
3 ⼩5 利根川 恵⽷
4 中1 松本 ⼣侑
5 ⼩4 ⽥村 明莉
6 ⼩4 新⼭茉望
7 LuLuDi RG ⼩6 ⼭本 明⽇⾹
8 ⼩5 ⿊⽥ 胡桃
9 ⼩6 北村 明芽⾥
10 ⼩3 ⽯原 ⼩瑚
11 ⼩4 三岡 愛來
12 Tiara RG 中1 荒井 奏乃
13 ⼩4 安達 莉愛
14 ⼩4 佐藤咲⼼
15 ⼩4 五⼗嵐杏
16 ⼩5 ⼤塚⽉愛
17 ⼩5 深澤萌那
18 ⼩6 井上結愛
19 中3 丸⼭⾥奈
20 ⼩4 有光ひなた
21 ⼩6 栗花落 奏
22 ⼩6 ⼯藤 希実
23 ⼩6 岡⽥⼼佑
24 中1 上條 千咲
25 ヒューマンジュニアRG ⼩6 ⽊⼾ ⼼⾳
26 ヒューマン新体操クラブ ⼩6 伊藤 凛栞
27 県陽ジュニアクラブ ⼩3 永⽥ 愛実
28 ⼩4 春⽇ 咲南
29 中2 澤⽥ 莉⼦
30 ⼩5 ⼤賀絢⽉
31 ⼩5 篠﨑 菜知
32 ⼩5 鈴⽊花怜
33 ⼩6 ⽴川千晶
34 ⼩6 橋本伽凜
35 中1 髙橋 都寿花
36 中2 阿部 花
37 中2 出村 ⽇和
38 中2 梅澤 芽咲
39 ⼩3 古舘 葉⽉
40 ⼩4 岩瀬 那奈
41 ⼩4 川⻄ 優凛⽻
42 ⼩4 栗花落 環
43 ⼩6 川﨑 陽菜乃
44 ⼩6 明瀬まりや

2022新体操トライアウトジュニアTA
⾼崎会場

午前

ASC

Infiny新体操クラブ

Ribbon新体操クラブ

She's R.G.

イオン

しらつちＲＧ

ヒューマンRG

新百合ヶ丘新体操クラブ

東京ジュニア新体操クラブ

⽩⼟新体操クラブ



2022新体操トライアウトジュニアTA
⾼崎会場

所属チーム名 学年 ⽒名
1 ⼩4 鋤柄 汐映
2 ⼩6 髙⽥ 茉妃
3 ⼩5 ⻄川 ⽇陽
4 ⼩3 ⽥内 鈴美夏
5 ⼩6 牧野 茶⼦
6 ⼩6 ⾓ 美怜
7 SATTE新体操クラブ ⼩4 藤⽥ 梨来
8 ⼩6 花村 悠⽉
9 中1 上井 ⿇央
10 中1 増⽥ 葵
11 中2 花村 夏実
12 ⼩3 服部 夏希
13 ⼩5 久保 花愛
14 ⼩6 早川 彩葉
15 ⼩6 吉村 秋那
16 ⼩6 相澤 陽夏
17 ⼩3 ⼩川 咲帆
18 ⼩3 塩澤 碧彩
19 ⼩6 ⽇⽐ 千優
20 中2 上⽥ 悠⽉
21 りっぷルRG 中1 牧野 恵美梨
22 ⼩6 ⼩野 雅葉
23 中2 鈴⽊ らら
24 ⼩5 リー波夏ケイトリン

25 ⼩6 櫻井⼼愛
26 中1 福井裕紗
27 中1 ⽥中万智
28 中1 渡辺唯⾹
29 中1 本郷なの
30 中2 松川 ⼼優
31 中2 ⼭下ゆり紗
32 ⼩5 池上 知花
33 ⼩6 池上 英玖
34 ClarusRG ⼩5 村⼭志緒梨
35 ⼩6 ⼾部賀⼦
36 中2 島村結蘭
37 ⼩4 ⽜越咲希
38 ⼩6 荻野芽⽣
39 中2 ⽩井花⾳⼦
40 ⼩5 ⽵内和花奈
41 中2 ⼩⽳夏妃

午後

ちあふる新体操クラブ

ＣＯＳＭＯＳ

Estella RG

Mue RG ⼭室

WingまつもとR.G.

すすき野新体操クラブ

IRIS松川RG

NPOYTK新体操クラブ北諏訪

ポミエ新体操クラブ

⼭形RG

世⽥⾕RG

仙台ジュニア体育研究所

舞エンジェルスRG

NPOYTK新体操クラブ


