
女子選手権2部班編成

跳馬 段違い 平均台 ゆか

73 水谷 華子 高3 大垣共立銀行OKB体操クラブ 福田 唯華 高3

74 伊藤 くれは 高2 〃

75 味岡 れな 中3 〃

76 味岡 ゆな 中3 〃

77 山岡 美桜 中３ よこはまYSMC体操クラブ

78 有田 汐杏 中３ よこはまYSMC体操クラブ

79 小川 瑶希 中3 ガイム体操クラブ

80 久保 愛結 高３ 暁クラブ 村田 遥風 中３

81 岡田 紗耶 高１ 〃

82 岡田 陽菜 高１ 〃

83 竹田 奈由 高１ 〃

84 鳥居 南帆 高1 鎮西学院高校体操クラブ

85 西村 美虹 高1 鎮西学院高校体操クラブ

86 小野 七海 高３ 自由ケ丘体操クラブ

87 伊藤 優奈 高３ パレットスポーツクラブ

88 佐々木 桃子 高３ 〃

89 田子 紗璃亜 高１ 〃

90 大澤 愛果 高３ 日体大桜華体操クラブ 八橋 葵 中３

91 倉島 佑依 高３ 〃

92 髙橋 心桜 高２ 〃

93 牧内 里紗 中３ 〃

94 村上 結希 高３ 習志野高校体操クラブ 安西 凛夏 高２

95 阪田 波音 高３ 〃

96 貝畑 早紀 高３ 〃

97 篠崎 恭子 高１ 〃

98 植田 小晴 高１ あさひかわ体操クラブ

99 菅澤 萌果 高3 ときわクラブ

100 古橋 芭 高2 ときわクラブ

101 坂倉 優希 高３ アップルJr.体操クラブ 山髙 友楠 高２

102 大平 陽凪多 高１ 〃

103 栗原 美稀 高３ 〃

104 屋名池 柑菜 高３ 〃

105 篠原 瑠那 高1 煌体操クラブ

106 弦間 さり 高3 アストリースポーツクラブ

107 桒原 真凛 中3 アストリースポーツクラブ

108 清水 妃奈希 高２ 聖望学園体操クラブ

109 山﨑 日菜 高２ 〃

110 村越 由唯 高２ 〃

111 細田 知香 中３ 〃

112 松澤 月星 高１ シコンスポーツクラブ

113 小倉 柚葉 高２ 〃

114 福島 ありす 高２ 〃

115 稲垣 若那 高３ レジックスポーツ楠 森 菜月 中３

116 伊藤 玲那 高３ 〃

117 大口 愛莉 高２ 〃

118 伊藤 麻衣 高１ 〃

119 十二町 ひなた 高２ K.R.M体操 センター

120 三輪 紫音 中３ K.R.M体操 センター

121 磯部 花歩 高1 ジムナスティック・フジ・オクダ

122 唐澤 千奈実 中３ 群馬ジュニアスポーツクラブ

123 入倉 悠来 高３ 〃

124 西谷　 璃 中３ 〃

125 落合 絆 高２ 〃

126 久保田 理奈 高２ 静岡市立高校体操クラブ

127 梶山 紗葉子 高３ 東海大学湘南体操アカデミー

128 加藤 羚 高２ 東海大学湘南体操アカデミー
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129 襲田 和琴 高１ MTGC

130 艸分 彩 高１ 〃

131 松永 千春 中３ 〃

132 石井 真美 高3 セントラルスポーツ

133 奈良 紅杏 高２ 〃

134 寺田 唯緒那 高1 〃

135 駒木 知果 高1 〃

136 的場 七海 高2 トップスポーツクラブ

137 楢村 莉菜 高1 〃

138 吉田 晴娃 中3 〃

139 渡辺 咲乃 中3 〃

140 中西 瑠奈 高１ ＳＲＣ体操クラブ

141 白根 愛理 高１ 加茂体操クラブ

142 坂上 にこ 中３ 加茂体操クラブ

143 内藤 真帆 高３ 久居高校体操クラブ

144 秋月 優奈 高３ 〃

145 白井 侑来 高２ 〃

146 大久保 麗奈 高２ 〃

147 福地 菜摘 高３ 作新クラブ

148 荒川 暖奈 高２ 作新クラブ

149 入江 琴穂 中3 リバティ体操クラブ

150 武子 琴音 高２ 東日本国際大学附属昌平高校体操クラブ 松岡 梨玖 高１

151 佐藤 杏梨 高２ 〃

152 阿部 実由 高３ 〃

153 長澤 天里 高３ 〃

154 井上 朱里 高３ 市立伊丹高等学校体操クラブ

155 増田 好美 高１ 市立伊丹高等学校体操クラブ

156 岸 采璃 中３ 神戸ジュニア体操クラブ

157 髙田 千愛 高３ TGC 藤井 優里菜 高１

158 伊藤 紬 高３ 〃

159 成田 笑琉 高２ 〃

160 藤井 裕菜 高２ 〃

161 亀山 優子 高２ スポーツクラブ内村

162 谷村 めぐる 高３ びわこクリーンＪｒ体操クラブ

163 谷村 みちる 高１ びわこクリーンＪｒ体操クラブ

164 伊藤 凜奈 高2 相模体操クラブ 飯田 明莉咲 高2

165 相原 弥佳 高2 〃

166 黒木 萌衣 高2 〃

167 北爪 絢乃 高1 〃

168 不動野 彩笑 高２ 大阪信愛クラブ

169 押井 彩茜 高２ 大阪信愛クラブ

170 松岡 美怜 高２ 京都ジャンピング体操クラブ

171 浅井 希羽 高２ 市立尼崎高校体操クラブ

172 鹿島 あかね 高２ 〃

173 石塚 瑠璃子 高２ 〃

174 伊賀 七海 高２ 〃

175 星野 未桜 中３ 小野体操クラブ

176 今井 寧音 中３ 〃

177 谷 美依奈 中３ 〃

178 伊勢谷 純鈴 高３ 三菱養和体操ｽｸｰﾙ

179 武田 珠弓 高１ ジョイスポーツクラブ相模原

180 小池 志織 中３ 〃

181 山田 梨緒 中３ 〃

182 伊藤 志帆 高３ 伊奈学園総合高校体操クラブ 一坪 葉奈 高３

183 細越 咲来 高３ 〃

184 須藤 愛海 高２ 〃

185 細越 彩未 高２ 〃

186 青柳 星南 中3 山梨ジュニア体操クラブ
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187 桧谷 颯香 高３ なでしこＪｒ体操クラブ 近藤 柚希 高２

188 板金 歩果 高3 〃

189 濱松 さくら 高３ 〃

190 虫明 音芽 高２ 〃

191 十日市 美友 中３ ソニアスポーツクラブ

192 米本 優花 中３ ヴォラーレ体操クラブ

193 杉岡 生貴 高１ ヴォラーレ体操クラブ

194 清水 陽和 高2 北翔クラブ

195 松本 唯花 高２ 〃

196 相馬 優月 中3 〃

197 佐野 心音 高１ 埼玉栄体操クラブ 岡 実樹 高２

198 吉本 愛梨 高１ 〃

199 小林 恋夏 中３ 〃

200 橋本 菜優 高３ 〃

201 谷山 妃菜 高２ 創成館クラブ

202 近藤 陽菜 高３ 高松中央高等学校体操クラブ

203 赤松 はる 高２ 〃

204 七尾 満月 高１ 〃

205 松田 心音 高１ 〃

206 川上 めい 中３ ドリーム体操クラブ

207 森 紀乃 高２ コナミスポーツジュニアスクール西葛西

208 森 美千瑠 高2 宮崎ジムナスティックスクラブ

209 濵田 由菜 中3 宮崎ジムナスティックスクラブ

210 瀧澤 由依 高3 都立駒場高校体操クラブ 東 陽菜 高2

211 横山 夏碧 高3 〃

212 榊原 望香 高2 〃

213 村松 夏芽 高2 〃

214 石田 侑唯 高3 レインボージムナスティックス大潟

215 小嶋 陽菜 高3 レインボージムナスティックス大潟

216 増澤 日菜 中３ 船橋ジュニア体操クラブ

217 青山 彩音 中３ 船橋ジュニア体操クラブ

218 紺田 柚香 高３ 駒澤大学高等学校体操クラブ 髙木 雪那 高２

219 徳重 叶 高２ 〃

220 井上 雅 高１ 〃

221 齋藤 瑚夏 高１ 〃

222 木村 朱里 高２ リベラル体操クラブ

223 佐々木 花 高２ 〃

224 中嶋 日菜乃 高２ 〃

225 小細工 華 高1 アブア体操クラブ

226 荒川 知優 高3 有明体操クラブ

227 城 唯花 高3 〃

228 最上 紅羽 高3 〃

229 前原 彩花 高3 〃

230 水野 朱華 高１ 笠松体操クラブ

231 深澤 咲喜 高3 池谷幸雄体操倶楽部

232 西村 莉陽 中3 尼崎体操クラブ

233 上杉 美月姫 中3 尼崎体操クラブ

234 芦﨑 愛未 高2 北翔大学スポルクラブ

235 小沼 有李 高2 〃

236 中井 楓菜 高2 〃

237 重住 万慈 高２ 〃

238 佐々木 美和 高2 武庫川体操クラブ

239 三嶋 心美 高2 〃

240 木下 凛子 高1 〃

241 上醉尾 心花 高３ 知多ドリーム体操クラブ
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242 中田 笑瑚 高３ 加賀市体操教室

243 下口 ういか 高２ 〃

244 山本 心菜 高２ 〃

245 柴田 咲季 高１ 〃

246 吉松 歩花 高１ チャレンジ体操クラブ

247 野々山 巴葉 高２ チャレンジ体操クラブ

248 重原 なな 高３ 荏田高校体操クラブ

249 勝田 遥葉 高３ 荏田高校体操クラブ

250 田辺 未来 高２ 八王子体操ｸﾗﾌﾞ

251 牛房 寧織 高１ 〃

252 加藤 千聖 中３ 〃

253 永塚 空海 高３ ジムナスティック新潟

254 平野 七楓 高２ ジムナスティック新潟

255 新井 楓花 高３ ドッペルクラブ

256 平澤 萌 高３ ドッペルクラブ

257 上岡 彩乃 高3 ジャンピング体操クラブ

258 神藤 璃名 高２ 〃

259 大島 桜子 高２ 〃

260 住田 果子 中3 〃

261 古澤 美羽 高３ 花咲徳栄体操クラブ 小澤 歩波 高２

262 宮﨑 栞 高２ 〃

263 谷津 色映 高１ 〃

264 須藤 環 高１ 〃

265 能勢 凛子 高1 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター

266 麻植 琴乃夏 高３ 徳島体操クラブ 吉本 はる 高２

267 本田 未来 高２ 〃

268 田野 裕希 高２ 〃

269 沖 百華 高１ 〃

270 根本 花菜 高２ 昭和学院体操クラブ

271 松井 瑚奈 高２ 昭和学院体操クラブ

272 西村 ひなた 高１ 戸田市スポーツセンター

273 高橋 美羽 高１ 戸田市スポーツセンター

274 望月 玲花 中３ 水鳥体操館 本橋 那帆 高２

275 三鬼 未宇 中３ 〃

276 比留間 にれ 中３ 〃

277 安達 春 中３ 〃

278 清水 保那美 中3 栗東体操クラブ

279 森 こころ 中3 栗東体操クラブ

280 内山 結妃 中３ ジム・ヴィレッジ

281 古賀 唯花 中３ トミオカ体操クラブ

282 山田 沙和 中３ トダーズ

283 三浦 璃音 中３ 〃

284 細沼 明日香 中３ 〃

285 中里 さくら 中３ 〃

286 古谷 咲 高１ 仙台大明成クラブ

287 平岡 莉子 高２ 仙台大明成クラブ

288 渡部 真心 高２ 常盤木学園体操クラブ

289 増田 桃子 高１ 常盤木学園体操クラブ
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