
Chacott　CHAMPIONSHIPS第31回全日本ジュニア新体操選手権大会

班 Ｎｏ. 選 手 名 所 属 名 班 Ｎｏ.選 手 名 所 属 名

1 西原 昌希 南甲子園体操クラブ 1 山中 美月 YＵU Jr RG

2 高信 俊矢 射水市立新湊南部中学校 2 清沢 毬乃 WingまつもとR・G

3 藤綱 峻也 東播体操クラブ 3 冨山 友紀乃 町田RG

4 石川 裕平 国士舘ジュニアＲＧ 4 横山 美希 WingまつもとR・G

5 佐藤綾人 宮城 キューブ新体操 5 児玉 悠 ブルーミングR,G

6 田中啓介 華舞翔新体操倶楽部 6 夏井麻衣 華舞翔新体操倶楽部

7 山内颯太朗 華舞翔新体操倶楽部 7 竹山 志織 Ｒｉｎ新体操クラブ

8 五十嵐 涼介 恵庭ＲＧクラブ 8 柴山瑠莉子 イオン

9 堀孝輔 Ｌｅｏ　RG 9 白瀬 由佳 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ

10 佐藤嘉人 宮城 キューブ新体操 10 福 田 希 美 アリシエ兵庫

11 上田 佳孝 小松島中学校 11 佐々木 美雨 コナミスポーツクラブ本店

12 満仲進哉 Ｌｅｏ　RG 12 佐藤 京香 NOVA新体操クラブ

13 赤星 光希 水俣市立水俣第一中学校 13 大西 亜実 宝塚サニー新体操クラブ

14 吉田和真 華舞翔新体操倶楽部 14 松坂 玲奈 ヴェニエラRG

15 吉村 龍二 東陽中学校 15 藤井雅 ﾋﾟｭｱR.G

16 高瀬 伊音 射水市立新湊南部中学校 16 鈴木 萌悠 島田ジュニア

17 今岡 嵩 南甲子園体操クラブ 17 喜田 純鈴 エンジェルRG・カガワ日中

18 水戸 舜也 恵庭ＲＧクラブ 18 河合 宥 ミッキー新体操クラブ

19 安藤 梨友 ＮＰＯぎふ新体操クラブ 19 栗林 楓 エンジェルRG・カガワ日中

20 城市 拓人 南甲子園体操クラブ 20 日高 由李亜 北九州ジュニア

21 森多 悠愛 恵庭ＲＧクラブ 21 荒木映令那 TESORO

22 武藤 翼 榛東村立榛東中学校 22 花房 優来 安達新体操クラブ

23 川人 祐真 小松島中学校 23 田口 美加 エンジェルRG・カガワ日中

24 齋藤 凌 ゆざジュニア新体操クラブ 24 金山 杏香 すみれRG

25 吉村光正 小林中学校 25 唐澤里沙子 フェアリーR・Gクラブ

26 伊地知璃久 えびの市立飯野中学校 26 奈良岡 未森 アンジュ

27 石牟禮 華月 タートルスポーツクラブ 27 植松 桃加 エンジェルRG・カガワ日中

28 佐藤颯人 宮城 キューブ新体操 28 奥山 綺奈 山形RG

29 中村 大雅 恵庭ＲＧクラブ 29 横山 あかね 飛行船新体操クラブ

30 山上 和輝 埼玉栄ＲＧ 30 荒金 成美 松永RG

31 岩田 楓 ＮＰＯぎふ新体操クラブ 31 神谷梨帆 すてっぷＲＧ・愛知

32 森園 颯大 鹿実RG 32 堂園 明香里 安達新体操クラブ

33 小川 恭平 井原ジュニア新体操クラブ 33 塩澤有紀 舞エンジェルスRG

34 原田 健太郎 恵庭ＲＧクラブ 34 高橋 明日香 輝

35 山下隆志 高松市スポーツ少年団高松新体操クラブ 35 亀井理恵子 世田谷ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ

36 大野哲平 Ｌｅｏ　RG 36 藤川 美空 キラリ☆岡山新体操クラブ

37 蔵本航輝 田中ジュニア新体操教室 37 稲垣 新菜 チェルシーRGC

38 向山 蒼斗 国士舘ジュニアＲＧ 38 原田 理乃 静岡RG

39 遠藤 大勢 井原ジュニア新体操クラブ 39 小林 秀圭 ＮＰＯぎふ新体操クラブ

40 安藤 未藍 ＮＰＯぎふ新体操クラブ 40 立澤 孝菜 イオン

41 浅尾 素成 井原ジュニア新体操クラブ 41 松尾 野乃 山陽女子中学校

42 井門 輝 国士舘ジュニアＲＧ 42 五十嵐 遥菜 NOVA新体操クラブ

43 香西 拓哉 小松島中学校 43 笹木 緋莉 ＳＴＥＬＬＡ

44 髙橋 雄人 滝沢南中学校 44 石森 葵 輝

45 清水琢巳 華舞翔新体操倶楽部 45 大崎華世 山形RG

46 中村 隆太 恵庭ＲＧクラブ 46 鈴木 歩佳 ＮＰＯぎふ新体操クラブ

47 森本 将太 井原ジュニア新体操クラブ 47 織田 莉子 チェルシーRGC
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