
平成29年度全国中学校体育大会 速報№5-1

  第48回全国中学校新体操選手権大会
2017/08/24

団体　クラブ10　 会場：大村市体育文化センター

順位 所属名 選手氏名 D(難度） E（実施） 減点 決定点 点差

1位

千葉県 吉岡　珠里 渡邉　佳穂 柴﨑　稚菜

8.00 6.95 14.95 ---昭和学院中学校 田邊　葵衣 西山　日鞠

【監督】塩屋　恵美子 芹川　椎良 木村百合愛 後藤　優杏

2位

静岡県 田中　唯加 清　杏寿 須藤　華蓮

8.00 6.85 14.85 0.10常葉大附常葉中学校 鈴木　凜 菅野　桃愛

【監督】末永　明日香 髙木　悠奈 髙瀬　未羽 中林　陽南

3位

大阪府 髙垣　陽里 前田　紗良 眞鍋　杏樹

7.60 6.90 14.50 0.35金蘭会 安原　詩織 穂垣　舞佳

【監督】若井　浄 谷口　百花 正木　菜海

4位

東京都 江田　光里 渡邉きらり 安田　琉華

8.00 6.45 14.45 0.05藤村女子中学校 宮﨑　友結 窪田　美咲

【監督】山岸　愛実 鈴木日奈子 諸川　由奈

5位

群馬県 森下　美貴 藤井　凜花 設楽　叶麗

7.60 6.15 13.75 0.70高崎市立片岡中学校 仙波　愛菜 木内　　和

【監督】山口　美千代 鎌形　はな 山川　真珠 指出　夕奈

6位

長崎県 渡邉　美夢 黒田　星華 朝長　樹香

7.30 6.05 13.35 0.40活水中学校 福田　結菜 久松　愛優

【監督】向井　杏奈 江里口　和 野原　結心 福田　知夏

7位

石川県 向　舞彩 髙縁　真菜 山田　和香

7.10 6.20 13.30 0.05金沢市立紫錦台中学校 小山莉咲子 向　萌衣

【監督】西塔　幸子

8位

長野県 光澤早弥花 北原　柚奈 倉田　紗良

7.10 5.85 12.95 0.35駒ヶ根市立赤穂中学校 山下　夏未 唐沢　咲良

【監督】井内　康夫 山岸　陽菜 北林　愛乃 林　優奈

9位

徳島県 岡　美空 英　咲良 庄野愛紗佳

6.80 5.90 12.70 0.25阿南市立羽ノ浦 森　光彩 武田　美咲

【監督】澤田　豊美 岡　美星 福岡ほのか 大澤　桃羽

10位

千葉県 西川　梨香 宮本瑛美梨 奈良　美優

6.60 5.95 12.55 0.15船橋市立葛飾 木村　美結 柴田　紗希

【監督】嶋田　健一

11位

兵庫県 勝　菜々穂 井上季名子 山本菜々子

6.80 5.60 12.40 0.15武庫川女子大附中学校 髙田　花実 春里　菜月

【監督】田辺 　瑞歩 末澤　佑理 川瀬　結衣 周家　琴音

12位

島根県 高田莉々花 杠　瑞穂 谷口　美咲

7.00 5.35 12.35 0.05松江第一 木村　心春 白木　花香

【監督】小山　朋子 石川　万椰 川島　花 森山真由子

13位

福島県 佐久間　萌 円谷　律乃 渡邉美理彩

6.50 5.70 12.20 0.15郡山第三中学校 長谷川愛乃 長谷川美沙希

【監督】津幡　知美 橋本つづみ 武藤　歩美

14位

宮城県 宮川あすか 梅津　妃菜 上條　詩織

7.20 4.65 11.85 0.35富谷市立東向陽台中学校 佐藤　妃菜 田渕　紗那

【監督】手塚　由布佳



平成29年度全国中学校体育大会 速報№5-2

  第48回全国中学校新体操選手権大会

団体　5 会場：大村市体育文化センター

順位 所属名 選手氏名 D(難度） E（実施） 減点 決定点 点差

15位

愛知県 杉山　怜 齋藤　結子 貴船　由菜

6.40 5.35 11.75 0.10知多市立東部 山下　実来 佐藤　花梨

【監督】神山　雄樹

16位

静岡県 塩谷　早紀 杉崎　永奈 鈴木真優子

6.60 4.90 11.50 0.25沼津高等学校中等部 狩野　紅葉 水品　礼

【監督】石川　靖司 深津　円花

17位

愛知県 岸本　千春 大島　凜子 堀口　梨湖

6.10 5.30 11.40 0.10名古屋女子大中学校 黒川　凌加 田中　琉愛

【監督】安藤 友一 丸山　凜

18位

福岡県 江藤菜津美 後藤　沙耶 桑田　風花

6.00 5.30 11.30 0.10古賀市立古賀北中学校 門司　唯花 宮本　花音

【監督】増田　喜久子 望月　真鈴 重富 明瑠 高松　杏奈

18位

秋田県 虻川　早莉 安保　萌愛 明石　彩希

6.50 4.80 11.30 0.00秋田市立泉中学校 佐藤　綾香 鈴木　優菜

【監督】佐藤　由美子 平川　結女 小松　由那 工藤　結衣

20位

長崎県 田中　美有 時安　春果 宮﨑　美有

6.20 5.05 11.25 0.05長崎市立東長崎中学校 今村　綾 内田　寧音

【監督】森　敏樹 岳野　千鶴 井上　彩乃 野元　颯夏

21位

新潟県 吉田　好花 武藤　帆南 中島　心音

6.20 4.90 11.10 0.15新潟市立山の下中学校 藤木萌々香 寺尾　風香

【監督】皆川　せつ 石山　聖菜 長嶋　心愛 小黒　雛姫

22位

鳥取県 濵本　愛香 西尾　周 西谷　葵

6.50 4.55 11.05 0.05鳥取大学附属中学校 西田　結香 水野　愛唯

【監督】濵本　春菜 田中　すず 藤田美佳子 稲墻　芹奈

23位

香川県 大西　藍 喜多ゆう子 田井　遥香

5.70 5.20 10.90 0.15高松市立桜町中学校 村上　琴巴 廣瀬　真央

【監督】大坂　真喜子 山下　陽愛 川中　寧々 内田ひより

24位

静岡県 小泉　舞 林　優花 向井美優希

6.30 4.55 10.85 0.05静岡英和女学院中学校 土屋　杏実 和田　愛未

【監督】安田　成美 小泉　葵 古谷　真凜 足立　美優

25位

京都府 藤川未月輝 中村　汐里 松岡　世莉

6.10 4.55 10.65 0.20京都聖母学院中学 宮川　来瞳 樋口　夢来

【監督】熊坂　恵美 廣崎　まり 藪　美有

26位

大分県 大渡　蘭夢 小野落愛海 豊東愛理沙

6.20 4.55 0.60 10.15 0.50南大分中学校 房前　璃奈 大渡　麗音

【監督】大渡　寿美代 高　典子 狹間　晴楓 金澤　琴音

27位

和歌山県 田中　朱 平　晴菜 大石　愛華

5.30 4.30 9.60 0.55和歌山県立田辺中学校 丸山　幸恵 森内　杏美

【監督】岡本　三恵 藤川　栞名 深瀬　和華 栗栖　果暖

28位

北海道 白川　真帆 金井　凜 小松　幸

4.30 3.10 7.40 2.20遺愛女子中学校 石山　琴葉 吉田　明

【監督】森野　真理 武山　佳苗 中野　夢都

審判長 栗原　悠


