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女子 - 個人種目別演技順 審判長 東京体育館

演技順 順  位 氏  名 所  属  団  体

1 佐藤 京香 NOVA／水戸商業高校

2 織田 笑歌 名古屋女子大学高等学校

3 今岡 里奈 ふじしま新体操ｸﾗﾌﾞ

4 大西 莉摘 関西中央高校

5 藤井 陽 ピュアR.G

6 奈良岡 未森 アンジュ

7 荒木 映令那 TESORO／潤徳女子

8 塩澤 有紀 伊那西高校

9 今尾 咲良 ALFA

10 藤井 雅 ピュアR.G

11 鈴木 萌悠 島田ジュニア／静岡城北高

12 髙須 咲絢 世田谷 RG

13 五十嵐 梨沙子 藤岡新体操クラブ

14 小池 夏鈴 イオン

15 宮岡 柚季 安達新体操クラブ

16 山田 愛乃 イオン

17 二木 萌 伊那西高校

18 島田 悠里 ヴェニエラRG

19 飯田 由香 イオン

20 中澤 怜那 世田谷ジュニア新体操クラブ

21 松坂 玲奈 ヴェニエラRG

22 河崎 羽珠愛 イオン／早稲田大

23 古井 里奈 国士舘大学

24 花房 優来 世田谷 RG

25 ベネット マヤ 安達新体操クラブ

26 熊谷 咲乃 アミー新体操／梅花高校

27 木部 真由莉 丸岡高等学校

28 佐々木 美雨 コナミスポーツクラブ本店

29 滑川 美空 NOVA新ク／常磐大高校

30 栗林 楓 エンジェルRGカガワ日中 丸亀

31 大岩 千未来 イオン

32 仲宗根 華乃 世田谷RG／国士舘高等学校

33 亀井 理恵子 世田谷ジュニア新体操クラブ

34 清沢 毬乃 WingまつもとR・G

35 植松 桃加 エンジェルRGカガワ日中 丸亀

36 森田 真由 世田谷ジュニア新体操クラブ

37 田口 美加 エンジェルRGカガワ日中 丸亀

38 福田 希美 アリシエ兵庫

39 堂園 明香里 安達新体操クラブ

40 立澤 孝菜 イオン

41 石井 陽向 安達新体操クラブ

42 五十嵐 遥菜 NOVA新ク／常磐大高校

43 柴山 瑠莉子 イオン

44 猪又 涼子 日女体大／ポーラ☆スターR・G
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