
女子選手権1部班編成

跳馬 段違い 平均台 ゆか

290 松田 透和 高３ なんば体操クラブ-ngc 西山 実沙 小６

291 石井 杏 高１ 〃

292 林 佑芽 中３ 〃

293 白倉 里美佳 中３ 〃

294 宗重 奏 中２ 〃

295 中村 遥香 中２ 〃

296 田端 愛麗 高３ 弘前学院聖愛クラブ

297 齊藤 愛華 高３ 〃

298 松田 里奈 高２ 〃

299 髙田 愛莉 高２ 〃

300 佐藤 そら 高１ 〃

301 角田 栞菜 高１ 〃

302 村部 美優 高２ K.R.M体操 センター

303 佐藤 美結 中２ K.R.M体操 センター

304 小林 芽生 中１ K.R.M体操 センター

305 江口 遙 中３ ＴＫＳ体操クラブ

306 齊藤 天絆 中３ シコンスポーツクラブ

307 蛯谷 花音 中３ シコンスポーツクラブ

308 酒向 ひまり 高３ ZERO体操クラブ 坂巻 玲音 高２

309 深澤 那波 高１ 〃 新屋 遼生香 高１

310 川上 紗輝 中３ 〃

311 隈川 実里 中３ 〃

312 中濱 汐里 中３ 〃

313 森井 一花 小６ 〃

314 有村 凪紗 高１ セインツ体操クラブ

315 山戸 陽茉 中３ セインツ体操クラブ

316 岡田 真祐美 高3 レインボージムナスティックス大潟

317 川田 優奈 高3 レインボージムナスティックス大潟

318 秋山 結月 高1 レインボージムナスティックス大潟

319 髙橋 音羽 高1 レインボージムナスティックス大潟

320 吉本 結 高２ ネクスト体操クラブ

321 新谷 麻哩 高１ 〃

322 西田 采永 高１ 〃

323 小野 恭子 高３ 〃

324 関 早希代 高３ 〃

325 山本 南美 高１ 〃

326 宮本 陽良 高3 玉川体操クラブ

327 辻 海咲 高３ 聖望学園体操クラブ

328 植田 満琉 高２ 聖望学園体操クラブ

329 矢代 ひな 中３ 聖望学園体操クラブ

330 藤原 みあ 高２ 習志野高校体操クラブ

331 太田 妃南 高１ 習志野高校体操クラブ

332 松永 亜里紗 高１ 朝日生命体操クラブ

333 馬場 紗里 中３ 〃

334 福田 結菜 中３ 〃

335 大倉 由梨 中１ 〃

336 木村 詩子 中１ 〃

337 平田 乃愛 中１ 〃
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338 竹内 愛莉 高3 四天王寺スポーツクラブ 齊藤 愛桜 高2

339 蔦 愛美 高3 〃 山本 夏菜 高2

340 土井 こはる 高2 〃

341 上瀧 舞 高2 〃

342 齊藤 彩海 高1 〃

343 平田 千紘 高1 〃

344 徳次 亜優 高３ ディナモ体操クラブ

345 川原 葵 高１ ディナモ体操クラブ

346 高寺 心渚 高１ ディナモ体操クラブ

347 向田 萌々果 中２ ディナモ体操クラブ

348 田中 志歩 高３ 市立尼崎高校体操クラブ

349 南 花菜江 高１ 市立尼崎高校体操クラブ

350 沖山 友梨 高３ とらい体操クラブ 鈴木 美来 高３

351 関塚 結 高３ 〃

352 春口 聖璃 高３ 〃

353 田代 葵 高２ 〃

354 田畔 優菜 中３ 〃

355 髙久保 菜乃葉 中３ 〃

356 髙原 菜心 中３ スペース姫路体操クラブ

357 久保田 麗音 中２ スペース姫路体操クラブ

358 阿保 凪咲 高２ 仙台大明成クラブ

359 宮崎 絢叶 高２ 常盤木学園体操クラブ

360 碓井 夢芽 高２ 常盤木学園体操クラブ

361 根本 光衣 高２ 常盤木学園体操クラブ

362 遠山 結香 高２ 鯖江体操スクール 深見 千依 高２

363 桝井 美咲 高１ 〃 遠藤 薫心 高２

364 岩佐 和 高１ 〃

365 山﨑 胡都 高３ 〃

366 近藤 環 高３ 〃

367 加田 咲良 高２ 〃

368 石橋 萌 高３ 鶴見ジュニア体操クラブ

369 岡本 彩花 高３ 〃

370 岩田 七海 高２ 〃

371 岡本 朱里 高１ 〃

372 荻野 咲羽 高１ 〃

373 紺田 希香 中３ 〃

374 峯野 葵子 高3 大垣共立銀行OKB体操クラブ

375 髙木 菜奈葉 高3 大垣共立銀行OKB体操クラブ

376 勝野 沙夏 高3 ジム・ネット体操教室

377 吉澤 萌々 高1 ジム・ネット体操教室

378 藤本 真由 高2 フジスポーツクラブ

379 阿部 花音 高1 ならわ体操クラブ

380 梅本 咲和 中2 ならわ体操クラブ

381 新美 結月 中2 ならわ体操クラブ

382 腰嶋 にこ 中1 ならわ体操クラブ

383 川上 寧采 高1 長岡ジュニア体操クラブ

384 牧野 月香 中1 長岡ジュニア体操クラブ
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385 竹澤 薫子 高3 山梨ジュニア体操クラブ

386 深澤 さくら 高2 〃

387 矢田部 希望 高2 〃

388 戸島 彩香 中2 〃

389 松原 詩 中1 〃

390 安里 れみ 高３ オリオンスポーツクラブ御幸

391 加藤 陽莉 高２ 〃

392 松浦 さくら 高１ 〃

393 中山 杏花 高１ 〃

394 篠原 苺々乃 中２ 〃

395 秋田 彩葉 高3 高松中央高等学校体操クラブ

396 松下 実茉理 高１ 高松中央高等学校体操クラブ

397 渡邉 心 中3 尼崎体操クラブ

398 菅原 好葉 高3 ときわクラブ

399 川崎 美裕 高3 ときわクラブ

400 水村 理乃 高２ NPO法人タケダ体操クラブ

401 鈴木 さくら 高3 姫商ジュニア体操クラブ

402 矢野 麻文 高3 煌体操クラブ

403 萩原 夏未 高3 煌体操クラブ

404 若山 千夏 高2 煌体操クラブ

405 渡部 葉月 高３ 中京ジムナスティッククラブ 浅井 爽笑 中１

406 大村 瑠里 高３ 〃

407 土橋 ピピ 高１ 〃

408 宮本 空奈 中３ 〃

409 池畑　 結実葉 中３ 〃

410 渡邉 怜美 中１ 〃

411 古賀 愛梨 高１ レジックスポーツ春日井

412 内藤 千華 中３ 〃

413 伊藤 優来 中３ 〃

414 岡﨑 心美 中２ 〃

415 平井 絢菜 中２ 〃

416 炭竈 みと 中１ 〃

417 曽根崎 しずく 高３ 鳥栖体操クラブ 中願寺 沙亜那 中３

418 重松 里歩 高３ 〃 中本 結菜 中２

419 秋山 京華 高３ 〃

420 井口 佳玲 高２ 〃

421 今村 志穂 高１ 〃

422 下川 陽菜 高１ 〃

423 中野 心愛 中１ 相好・暁クラブ

424 竜田 裕奈 中３ 〃

425 新井 輝咲 中１ 〃

426 松田 明咲 中３ 〃

427 棟田 琳音 中１ 〃

428 金本 杏海 中３ 〃
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429 笠原 有彩 高３ レジックスポーツ

430 牛奥 小羽 高３ 〃

431 加藤 凛 高２ 〃

432 中島 楓琳 高２ 〃

433 新田 美琴 高１ 〃

434 安藤 美紅 中３ 〃

435 湯川 璃多 高２ 米田功体操クラブ 後藤 瑚乃夏 中３

436 権藤 ほの 高１ 〃

437 石川 優奈 高１ 〃

438 小栗 穂香 中３ 〃

439 水野 壬華 中２ 〃

440 山口 幸空 中２ 〃

441 星 有夏 高３ 相好体操クラブ

442 岡村 真 高２ 〃

443 鈴木 望未 高１ 〃

444 岡田 亜実 高１ 〃

445 片岡 麻美 中３ 〃

446 大西 杏奈 中３ 〃

447 兒玉 優光子 高３ 加納体操クラブ 篠崎 舞空 中１

448 永田 美尋 高２ 〃 若山 京香 高２

449 中井 彩友 中３ 〃

450 松﨑 あかり 中３ 〃

451 菊池 柚子 中２ 〃

452 齋藤 夏菜子 中２ 〃
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