
所属団体名 学年 氏名

1 小3 佐野 みこと

2 小5 利根川 恵糸

3 中1 松本 夕侑

4 ARIEL RG 小6 髙橋 唯花

5 ALFA 小6 寺倉カリナ

6 小3 田内 鈴美夏

7 小5 西川 日陽

8 小3 菅原 由結

9 小4 三好 莉流

10 RelieRG南国 小3 北村 咲舞

11 小3 石原 小瑚

12 小4 三岡 愛來

13 小3 竹内 愛佳

14 中1 斉藤友愛

15 小3 服部 夏希

16 小4 久保 花愛

17 小6 早川 彩葉

18 小3 小川 咲帆

19 小3 塩澤 碧彩

20 小6 日比 千優

21 中2 上田 悠月

22 小3 澁谷 心咲

23 小4 石川 愛の音

24 小6 白川 彩世

25 中1 三好 初音

26 小3 河原 明莉

27 小3 田中 乃愛

28 小6 米田 実優

29 中1 内田 富悠香

30 中2 成瀬 日南

31 県陽ジュニアクラブ 小3 永田 愛実

32 小3 恒川 未羽

33 小3 大澤杜実

34 小3 柱 莉結

35 小4 富田 杏

36 小5 小山 杏

37 小3 古舘 葉月

38 小4 岩瀬 那奈

39 小4 川西 優凛羽

40 小4 栗花落 環

41 小6 川﨑 陽菜乃

42 小6 明瀬まりや

43 小4 有光ひなた

44 小6 栗花落 奏

45 小6 工藤 希実

46 Ｂｅｌｌ新体操クラブ 小4 牛尾 玲菜

47 ＢＬＯＯＭ 小4 西梅 桜花

48 小4 鋤柄 汐映

49 小6 髙田 茉妃

50 小4 濱地莉央奈

51 中1 吉浦未彩

52 中3 大村 雪乃

53 小5 廣佳乃子

54 小6 伊藤美晴

55 小6 高士莉緒菜

56 小6 山田 琉奈

57 小6 水谷 璃茉

58 Infiny新体操クラブ 小4 田村 明莉

ASC

Estella RG

2022新体操トライアウト ジュニアTA　一次通過者一覧表

エンジェルRGカガワ日中

MOMO新体操ｸﾗﾌﾞ

She's R.G.

観音寺RG

熊本RG

すすき野新体操クラブ

ポミエ新体操クラブ

竹田RG

成田RG

白土新体操クラブ

ＣＯＳＭＯＳ

ハーツRG

ハーツ新体操クラブ

しらつちＲＧ

HEARTS
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59 小4 牛越咲希

60 小6 荻野芽生

61 中2 白井花音子

62 小6 戸部賀子

63 中2 島村結蘭

64 One新体操クラブ大阪 小4 高取 玲衣

65 小4 牟田 煌梨

66 小5 永渕 莉璃

67 小5 木原 夢乃

68 小6 前田 かのん

69 中2 小林 真那心

70 小4 堀田 麗央奈

71 小4 𠮷村 麗愛

72 小5 山下 佳音

73 小5 堀田 莉愛楠

74 小6 𠮷村 菜那

75 中1 加藤 蘭

76 中1 矢澤 里桜

77 SATTE新体操クラブ 小4 藤田 梨来

78 小3 笠井 満仁

79 小4 上木杏奈

80 小4 宮本 心花

81 小4 杉浦 澪

82 中1 山腰 秋華

83 小4 宮本 紗帆

84 小6 内村 青波

85 小4 安達 莉愛

86 小4 佐藤咲心

87 小4 富田 結菜

88 小6 川村 璃音

89 中1 末永 心愛

90 小4 大庭 和香

91 小4 江口 奈那

92 小5 村井 杏菜

93 小5 泉 花鈴

94 小5 伊藤 碧

95 小4 大久保 怜美

96 小4 山口 陽詩

97 小5 田中 柚宇

98 中1 玉村 彩花

99 ふぇありぃ新体操教室 小4 山本 利依

100 小4 古澤真帆

101 小4 内藤 瑚々実

102 小6 岩尾るり

103 小6 亀山 雅桜

104 中2 萱島 れいら

105 中2 常廣千世子

106 新百合ヶ丘新体操クラブ 小4 春日 咲南

107 小4 上利 咲良

108 小6 上利 優実

109 小6 黒田 朱莉

110 中1 西澤 采芭

111 中1 柴田 美海

112 中3 兒島 永奈

113 ClarusRG 小5 村山志緒梨

114 小5 竹内和花奈

115 中2 小穴夏妃

116 KAWAI.RG 小5 小楠 紗央

PopCandy新体操クラブ

Rin新体操クラブ

NPOYTK新体操クラブ

NPOYTK新体操クラブ北諏訪

グリーンカレッジRG

くるみ新体操クラブ

アニモＲＧ

かささぎＲＧ

イオン

IRIS松川RG

ルチアRG

西日本新体操クラブ

Swaro.RG(スワロ.アールジー)
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117 Meteor 小5 尾崎朱莉

118 NPO法人たかまつ新体操教室 小5 児玉 史桜

119 小5 後藤 菜々佳

120 小5 山上 凜子

121 小5 黒田 胡桃

122 小6 北村 明芽里

123 Rise Art Gymnastics 小5 野萩 葵生

124 小5 安永 和奏

125 小5 河野 亜依佳

126 アリスＲＧ 小5 福澤 妃那

127 小5 末永 莉音愛

128 中1 末永 心愛

129 タートルRG 小5 小牟田 紗良

130 にいかわRG 小5 栃山 芽菜

131 岸川新体操クラブ 小5 中川 釉晶

132 小5 クバツキ 深怜

133 小6 西 真美子

134 中2 クバツキ 咲雪

135 中2 西 由美子

136 松永RG 中1 下之門 芽生

137 小5 リー波夏ケイトリン

138 小6 櫻井心愛

139 中1 福井裕紗

140 中1 田中万智

141 中1 渡辺唯香

142 中1 本郷なの

143 小5 大賀絢月

144 小5 鈴木花怜

145 小6 立川千晶

146 小6 橋本伽凜

147 中1 髙橋 都寿花

148 中2 阿部 花

149 中2 出村 日和

150 中2 梅澤 芽咲

151 小5 池上 知花

152 小6 池上 英玖

153 小5 後藤 紫妃

154 小5 河野 星衣

155 小5 聲元 千佳

156 中1 松田 藍

157 中3 小川 妃葵

158 小6 初田叶望

159 中1 櫻澤蓮実

160 LuLuDi RG 小6 山本 明日香

161 Mikasa R.G.C 小6 小山田 椛音

162 小6 牧野 茶子

163 小6 角 美怜

164 NPO法人トゥインクルクラブS 小6 櫻庭海音

165 小6 花村 悠月

166 中1 上井 麻央

167 中1 増田 葵

168 中2 花村 夏実

169 ジャスミン新体操クラブ 小6 村上 結愛

170 小6 吉村 秋那

171 小6 相澤 陽夏

172 ヒューマンジュニアRG 小6 木戸 心音

173 ヒューマン新体操クラブ 小6 伊藤 凛栞

174 ヒューマンRG 中1 上條 千咲

ＮＳクラブ

松永新体操クラブ

世田谷RG

Ribbon新体操クラブ

Shuetto RG

宝塚サニー新体操クラブ

FIORE

東京ジュニア新体操クラブ

舞エンジェルスRG

かささぎＲＧ

ちあふる新体操クラブ

Mue RG 山室

WingまつもとR.G.
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175 みどり新体操クラブ 小6 岡村 雫句

176 みどりRG 中2 杉本 麗華

177 小6 小野 雅葉

178 中2 鈴木 らら

179 西福岡新体操クラブ 小6 波多江 凜花

180 小6 丸山 あひる

181 小6 伊藤 愛紗

182 FLAP RG 中1 古舘 優衣

183 NPO法人ローザ新体操クラブ浜松 中1 臼田 珠花

184 中1 松岡 新咲

185 中2 平井 京花

186 Tiara RG 中1 荒井 奏乃

187 りっぷルRG 中1 牧野 恵美梨

188 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

189 SEIBO RG 中2 西 寿里愛

190 セイシンRG 中2 田中 心愛

191 新百合ヶ丘新体操クラブ 中2 澤田 莉子

192 仙台ジュニア体育研究所 中2 松川 心優

大垣共立銀行OKB体操クラブ

Team Kaida RG

山形RG


