
頭文字 クラブ名 カテゴリー 試技順 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７
あ Animon RG S 122 長松　百音 下田　沙良 長松　みのり 下野　暖佳 小川　菜々美

アクティブライフクラブ RG J 62 佐々木　涼夏 石鍋　美優 本田　千紘 伴　花音 大黒　史奈
ＡＳＫＡ・ＲＧ J 48 富山　愛結花 野澤　乃碧 清水　愛梨衣 荒川　雛乃 小林　音々 島田　心結 山田　幸葉
ASC J 91 飯野　有咲 小林　舞美 倉澤　琴美 秋葉　千愛 北澤　彩 高橋　志織 佐藤　華夏
安達新体操クラブ J 46 高橋　留奈 佐藤　文音 桑山　日菜美 高竹　朱莉 田口　久乃 遠藤　彩芽 齊藤　琴音
avance R.G. J 18 村越　和奏 白井　美桜 般若　るり 城野　愛美 塩田　紗夕 新村　優衣 安達　真子
アミューズ新体操クラブ J 10 朝間　萌香 津田　結羽 大島　音羽 水戸邊　奈緒 川端　怜亜 宮澤　愛菜夏
アリシエ兵庫 J 111 前田　奈穂 鈴木　菜巴 浦田　ふたば 花吉　美柚 室谷　和佳 長尾　日乃花
アンジュ S 134 奈良岡　未森 大野　明香音 海野　晴子 小澤　萌子 岩崎　璃子 岡本　美咲 糠谷　若葉
アンジュ J 47 花崎　日菜 海野　来春 細川　粋 永瀬　麻里 長田　七海 糠谷　葉月 加藤　柚乃

い イオン J 63 三浦　剣 横山　結那 大内　日愛 髙𣘺　沙来音 林　美優 安藤　彩乃 浦沢　日菜詩
イオン鈴鹿 J 29 伊藤　希 後藤　末莉 牟田　菜々子 山本　彩心 山本　愛実 嶋﨑　詩乃 窪木　花莉
伊那ジュニア新体操ポーラ☆スター S 120 金子　さくら 伊東　葉月 藤森　歩美 松岡　あかり 新開　唯葉
岩槻ジュニア新体操クラブ J 89 加藤　星 戸部　真璃亜 渡邉　夏妃 関根　美詩 髙橋　桃花
インタークオレス S 131 間野　遥 鎌田　朱音 宮田　侑莉亜 堀池　美文 吉岡　珠里
インタークオレス J 71 渡邉　佳穂 福田　愛萌 後藤　優杏 渡邊　栞 島貫　桜吏 黒川　千春 林　由姫

う ヴァレンチナ新体操クラブ J 107 浪内　万菜 椿　莉奈 井上　陽南 木下　紗良 中村　瑠美 安部　希 松島　萌笑
ＷｉｎｇまつもとＲ.Ｇ. S 124 相馬　瑞月 中村　萌香 丸山　朔夜 高野　里香 伊藤　真唯 上條　歩奈 二木　乃愛
ウーマンズ新体操クラブ J 24 鈴木　希良里 奥津　愛梨 李　美海 持田　理子 森田　華音 小林　麗花 山本　愛花

え Estella RG J 98 吉田　来未 飛鷹　祥子 上岡　沙妃 岡井　優真 西本　愛実 向井　満里奈 島﨑　もも
NS R.G ピュア J 79 伊東　琴音 林　七紗 正木　史奈 井手　瑞穂 髙木　天 小林　光莉 西村　綸夏
NPO秋田ＲＧ愛好会 J 106 阿部　花恋 佐々木　陽愛 渡邉　小雪 鈴木　実希 渡部　藍李 佐藤　優菜恵
Ｍ２三碓新体操クラブ J 65 中村　一葉 荒木　万緒 濱上　真帆 堀　百花 中村　知花 藤本　六花
エンジェルＲＧ カガワ 日中 J 94 監崎　琴美 竹内　希 林　美久虹 喜田　未来乃 白川　愛侑子 林　千尋 溝口　莉仔

お OSK新体操スクール J 8 長谷川　結菜 遠藤　麻凉 榎本　るな 正鋳　真優 髙橋　真海 河辺　瑠名 定直　美羽
大垣共立銀行OKB体操クラブ S 116 大戸井　楓恋 大津　茉優 多和田　捺姫 川瀬　葵ら里 竹内　佑季 浅野　紗矢
大垣共立銀行OKB体操クラブ J 5 林　珠羽 長尾　蘭 筋野　麗美 三輪　彩乃 前野　晴香
おりおＲＧ S 133 小隈　優衣 畠山　優花 守永　蒔乃美 牧村　有莉 畑野　歩希 白野　芳佳 岡田　沙紀

か 梶原ジュニア新体操クラブ J 114 村上　胡羽 小森　優月 内山　美優 山本　心寧 田中　心優 川口　花瑠 兼武　奈波
梶原新体操クラブ J 33 古野　双葉 吉本　琴美 深見　結子 田代　彩実 藤原　愛夢 平田　亜子 服部　早那
カタリナRG S 115 川上　杏 伊藤　夢叶 川端　杏果 小出　マリン 大西　姫乃 福岡　希望 阪本　夏南
KANAI　R.G J 42 齋藤　仁美 大津　喜愛 加藤　仁捺 黒江　真乙 小川　萌華 平田　明日香 久保田　歩優光

観音寺ＲＧ J 86 廌田　朱里 高橋　ひより 島　萌華 福田　沙奈 上窪　みずき
き ＣＡＮＤＹ．Ｍ．ＲＧ J 40 奈良　美優 宮本　瑛美梨 柴田　紗希 木村　美結 熊坂　華 木村　美花 福島　遥葵

きらり☆岡山新体操クラブ S 123 笠原　梓 井上　幸美 板谷　梨央 日笠　碧 高橋　実里 永山　ひなつ
きらり☆岡山新体操クラブ J 1 田村　碧春 森　千瑛 中下　楓夏 砂川　彩乃 福永　梨乃 後藤　心南 広瀬　真歩

く 熊本ＲＧ J 101 清藤　千尋 姫野　月美 渡辺　和 緒方　煌 涌田　虹奏 浦本　佳菜子 牛島　小晴
クラソタＲＧ J 15 吉長　夢花 築地　遥 田平　乙姫 竹内　舞 原田　桔沙 五嶋　咲希
CLUB J's J 34 高見　詩穂 内藤　亜瑠 笠井　萌々香 澤田　梨帆 藤田　柑音
CLUB SILVA J 110 京瀧　夏美 杉本　なつ 大江　佳菜子 関　なのは 塚本　あやね 板本　羽叶 高橋　実里
グレース J 49 松田　香帆 大橋　もも花 木幡　理央 中村　優里 井上　透朱 関井　咲穂 弓田　美怜

け 県陽クラブ J 100 柴田　愛来 盛　日々歩 菱川　安優 割田　真優 吉野　沓
県陽ジュニアクラブ J 36 菱川　真愛 小松　茉央 三村　愛莉 木村　優香 井上　葵

こ Corail新体操クラブ J 53 石川　日茉里 ケイリー・コザスキー 赤嶺　まりん 安慶名　琳鈴 栗村　香向 石川　日向 砂川　結
さ SATTE新体操クラブ J 12 加藤　愛美 藤井　栞那 芦埜　遥南 杉山　綺弥 沼田　珠羽

SATTEリボンクラブ J 56 松川　璃瑠 藤沼　明弓 内山　洋音 平林　紗良 平林　凛 池部　結
SUNSHINE J 59 髙橋　里緒 松浦　由依 平林　結花 加藤　路己 村井　楓 武内　瑠南
サンシャインＲ．Ｇ J 85 達城　桃香 小川　華穂 水野　莉子 貴船　由菜 石川　茉依 庵谷内　柚月
サンシャイン・ワカバＲ．Ｇ J 61 杉山　怜 藤川　巴菜 佐藤　花梨 齋藤　結子 野村　優乃 山下　実来 廣川　姫依
サンルナティ新体操クラブ J 112 矢﨑　友佳子 石黒　沙羅 藤岡　麻衣音 宮本　美璃 石黒　瀬梨 斉浦　ひなた

し CAC RG J 57 西中　美結 信田　奈緒 五十嵐　彩映 平井　沙樹 正木　杏樹 岡崎　結菜
CAC新体操クラブ S 125 上島　珠葵 飯山　楓 斉藤　雪里 志村　妃夏瑠 福住　花音
Ｓieg Ｒ．Ｇクラブ J 70 千田　紗也華 佐藤　媛 山田　彩加 坪内　咲良 吉川　里莉 本間　未来海 関山　桃花
シェリーＲ.Ｇ J 27 石井　万那加 小野　詩和 髙橋　花怜 千代田　紗椰 白石　悠衣
静岡ＲＧ S 119 若杉　英里奈 杉山　さくら 岡田　杏 中尾　香月 関矢　歩実
静岡ＲＧクラブ S 126 田中　唯加 塩谷　早紀 孕石　あこ 朝比奈　咲月 渡邉　麗奈
静岡ＲＧ.Jr J 26 須藤　華蓮 清　杏寿 菅野　桃愛 髙瀬　未羽 築地　璃実
SHOWIN J 2 櫻井　咲絢 池田　風歌 奥野　里咲 岩崎　真奈 山下　智紗子 横内　美桜 森　美優
SHOWIN S 118 間島　沙織 齊藤　佑奈 町田　歩美 皆見　ひなつ 濵本　心幸 阿部　桃花
SHOYO RG J 35 岸田　一寧 村尾　花蓮 伴　野乃花 大黒　桃夏 山上　詩葉
白土新体操クラブ J 43 桑野　英 竹下　馨恋 加藤　美礼 奥村　美結 齋藤　睦姫 齋藤　彩寧

す STELLA J 45 古俣　舞愛 松井　実咲希 相田　真尋 松山　璃乃 板橋　咲良 刀根　ここな
Ｓｔｅｌｌａ　Ｒ☆Ｇ J 7 佐野　瑛菜 菊井　珠乃 横山　真希 山脇　香葉 佐川　陽南 圓城　希帆 山脇　羅菜
Ｓｔｅｌｌａ　Ｒ☆Ｇ　９７ J 32 中尾　幸音 竹中　乃愛 井ノ口　瑚花 仙波　柚葉 園田　菜乃 田中　日菜 友岡　樹音
STELLA新体操クラブ J 104 倍賞　舞華 川野　優香 増田　夏琳 布施　陽和 松原　花里 光永　香恋
すみれＲＧ S 130 圓山　芽生 富永　結貴 増山　萌果 髙垣　陽里 安原　詩織 渡邉　柚珠 川田　星沙
すみれＲＧ J 38 中川　采音 問屋　宇咲 岡邊　沙弓 夏山　友里花 重光　はづき 谷口　百花 大畑　実由

せ 仙台ジュニア体育研究所 J 58 石川　沙夏 佐藤　彩花 高木　純菜 遠藤　未菜 鈴木　理央 中野　陽里
そ SOKA R.G J 11 立花　優衣 木村　文馨 田中　樹来 長島　杏莉 石丸　瑠菜 後藤　舞桜 川坂　花音

草加ジュニア新体操クラブ J 76 安東　真愛 沖山　楓 葛西　美月 古俣　結音 二本柳　小花 中村　百合愛 臼倉　詩織
Sorae J 41 桑畑　結希 﨑山　そら 立木　麻礼 仲森　千莉 磯部　結愛 横川　愛依
ソレイユ J 3 鈴木　彩月 小池　彩乃 十河　小晴 松尾　香花 山本　すず

た 髙崎新体操クラブ J 84 木内　和 真下　夏姫 田村　菜々花 山川　真珠 田村　千紘 小野　寧々 野澤　来未
宝塚サニー新体操クラブ J 88 松井　佑月 堅田　希颯 生野　風花 安田　愛花 菅原　梨央 宇野　ひまり
竹田ＲＧ J 109 酒井　美乃莉 白石　愛実 高岡　凜 菅　春菜 阪本　こゆず 渡部　風花

ち ちあふる新体操クラブ J 19 加藤　羽乃 プライス　シャンテイ 田原　くるみ 福田　朋佳 松本　そら 大村　玲美奈 馬場　涼凪
ちあふる東川口RG J 25 椙山　結月 井口　紗羽 大塚　香音 武藤　紗空 安田　桃果 江藤　柑七 熊田　遥
Cherry RG J 73 塚本　美結 傳　雅美 渡邉　彩那 前岡　琴音 山本　琴海 近藤　虹歩

第18回全日本新体操クラブ団体選手権　-団体-



頭文字 クラブ名 カテゴリー 試技順 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７
第18回全日本新体操クラブ団体選手権　-団体-

ちちぶ新体操クラブ J 92 逸見　莉里花 新立　惺菜 黒澤　千怜 根岸　胡羽 児玉　幸萌 新井　晴香 島嵜　瑛里亜
千葉ＲＧクラブ J 80 助川　ゆうか 川瀬　葵 橋本　凜 宇賀　優 福島　咲環 吉田　早希 藤本　花

て Tiara RG･Atire J 87 永嶋　杏梨 柴崎　のん 庄田　花優 田中　瑠七 井伊　歩紀 横野　七美 井上　菜花
Ｄ・Ｏ・Ａ　Ｒ・Ｇクラブ J 54 由留部　心優 中島　綺美 櫻井　遥望 鈴木　汐織 小野　衣織 丹野　鈴子
DIVA RG TOKYO J 17 三浦　美音 三日月　帆風 中村　涼乃 原田　りお 佐伯　雪乃 永野　彩夏 田部井　柚衣
ティンカーベルＲＧ J 60 高縁　真菜 小山　莉咲子 向　舞彩 山田　和香 向　萌衣 椎谷　ほなみ
TINK RG J 6 飯塚　桃子 岩崎　叶実 浅井　優月 栗栖　叶実 原田　菜名 小林　楓佳 平栗　沙英
TESORO S 117 瀧井　美緒 花等　凪 渡邊　莉央 佐々木　遥香 夏原　杏実 北村　あゆ
TESORO J 55 牧野　莉瑚 松山　明日香 岩元　心優 大井　美結 北沢　優羽 若林　亜海 関根　汐莉
TESORO M S 135 堺　ひまり 鈴木　優南 松田　千紗都 岸　紗花 原　寧々 中本　純奈
Detelina J 20 一柳　梨音 福永　朱里 岡　愛莉 近藤　結愛 渡邉　ひより 加藤　果歩 西田　朱遥

と Twinkle Star RG J 16 川口　夏奈 荒井　果穂 田中　真央 三橋　愛代 鶴野　菜々海 鈴木　彩葉 鈴木　愛彩
東金ＲＧ J 14 椎名　李佳 竹本　光希 麻生　七瀬 磯野　未來 樋口　菜々 竹本　光来 小倉　優衣
東金ジュニア J 67 渡辺　しゃら 麻生　彩姫 土屋　果歩 長谷川　琴子 檜垣　凜花
東京ジュニア新体操クラブ J 52 君原　由望奈 梶田　芽衣 小林　夏穂 庄司　彩乃 大山　遥海 佐藤　来琉未
東京女子体育大学ジュニア･ユースクラブ J 30 高柳　七彩 百目鬼　彩羽 橋柿　美花 網代　佐和乃 菊池　柚葉 吉川　みのり 野呂　くるみ
となみＲＧクラブ J 37 水野　紗彩 島田　幸彩 水上　凛音 島田　若奈 米山　菫 赤畠　小絃 水野　美鈴
ドルチェRGクラブ J 77 新田　美月 中屋　美羽 中嶋　彩葉 八木　ともえ 平野　潤 佐々木　里椛

な 奈良文化R.G S 132 長谷　晏奈 竹内　悠華 阿部　紬 大渓　蒼 大島　唯花 村田　百々香 大渓　瑞
は HEARTS J 66 相原　百花 長谷川　友津 大竹　未夏 三木　鈴葉 石川　あかり 後藤　麗 梶田　桜羅

HEARTS RG J 68 伊藤　夏海 古西　綾華 花井　杏朱 牧田　梨那 本山　琴葉 今井　優花 林川　つくし
ハーツ新体操クラブ J 102 石田　彩乃 鈴木　来実 浅井　夏澄 下田　ひより 石原　楓菜 仲野　智咲 永尾　茉里奈
パレスＲＧ J 83 松田　理沙 中川　ゆき乃 宇津呂　莉奈 石丸　優花 中川　ことみ 山﨑　百華 山下　結愛

ひ 蘖ＲＧ J 31 寺島　和香奈 大方　美空 唐紙　小春 木村　桃子 今井　結華 屋澤　実怜 榮　南帆
Ｈｉｍi Ｒ．Ｇ．Ｊｒ J 64 今井　美里 江幡　茜里 鎌仲　心音 萩原　那々子 池田　楓花 濵井　遥南 池永　蘭
ピュアＲ．Ｇ J 95 鈩　未咲 山中　月菜 佐藤　彩月 佐藤　美月 平岡　亜子
ピンクドラゴンズ J 72 谷田部　友愛 縮　わかな 小山　日葵 佐藤　ひなか 中屋敷　楓 宇野　愛莉 高野　杏奈
ピンクドラゴンズ　ＲＧ S 127 鈴木　菜穂 山田　美里 戸田　南々帆 大工原　史夏 千葉　佐和子

ふ 藤岡ＲＧＣ J 108 加藤　彩乃 小峯　麻央 小暮　雫 平野　花純 門倉　光咲
藤岡ＲＧＣ．Ｊｒ J 21 小松　志結 渥美　菜月 冨田　海月 吉沢　杏音 黒岩　歩乃香 西本　裕衣 高橋　伶奈
藤岡新体操クラブ J 81 伊坪　詩 小暮　美憂 奥原　奈穂 小島　結羽 田中　来実 茂木　南乃巴
ふじしま新体操クラブ J 13 白井　もも 山本　絢弓 大井　菜央 松村　桃香 森　沙文 栗原　菜緒
藤村新体操教室 S 128 檜山　乃愛 岸本　すみれ 崎山　華 石川　理乃 江田　光里 松下　奈都美
PRINCESS Jr 新体操クラブ J 69 安達　玲衣 平岡　芹菜 岸田　ちひろ 長谷川　暖佳 勝木　凪紗 滝川　千乃
ブルーローズ J 50 土肥　瑚湖 塚田　夕華 林田　和香 荒井　こと絵 猪狩　希羽
フレンズＲＧ J 97 房前　璃奈 大渡　麗音 高　典子 金澤　琴音 岩田　萌花 狭間　晴楓 伊藤　永愛

ほ ポミエ新体操クラブ J 22 生嶋　明 大下　ゆう 實原　未奈 窪田　咲桜 赤羽　陽菜子 山田　瑛羽
ま 舞エンジェルスRG J 78 野馬　澪 山岸　陽菜 山岸　聖菜 山中　優 高井　優瞳 小田切　彩音 横川　世夏

町田ＲＧ J 96 山田　朱音 梅本　茉苗 金井　まどか 佐藤　遥 山口　夕凜 薄井　姫菜
町田ＲＧ　もりの J 93 小口　凜花 石川　芹 伊藤　凜 鎌田　日和 中溝　ひかり 西山　愛音
町田ＲＧ　やまさき J 39 松岡　ひまり 原　未希乃 工藤　真妃 山野　咲 丸山　想乃 田才　葵
松川ペパーミント・ベル J 51 塚田　紗代 小林　麗 青木　彩楽 竹内　萌夏 林　乃愛瑠　 荒幡　花菜
丸岡新体操クラブ J 103 貴田　明日香 後藤　りあら 福田　圭那 柿原　希美 荻原　ちひろ 鈴木　瑠璃

み ミールイRGC J 44 中村　理乃 西出　彩乃 公文　茜 伊東　暖華 長谷　唯由 福本　あかり
みどりＲＧ J 105 工藤　智佳子 岩永　のの 宮下　かなみ 福島　咲耶 川原　結香 出合　恋奈 田尻　琴乃
みなみ新体操クラブ J 23 竹本　心優 梶本　真由 羽野　朱梨 山下　桃羽 尾本　心月 本多　希彩里
みやび新体操クラブ J 82 干場　知優里 大野　真琴 佐竹　胡々 堀川　紅葉 川﨑　早菜

め MEIJO R・G S 129 日比野　芽生 髙野　茉歩 澤野　菜乃羽 田邊　由佳 佐地　優梨菜 髙田　恵理菜 山田　乃々華
も morado J 113 宮﨑　友結 安田　琉華 渡邉　きらり 窪田　美咲 鈴木　日奈子 諸川　由奈 稲本　実莉

morado S 121 堀井　和葉 佐竹　日和 鈴木　美久 山田　千尋 松井　藍 太田　圭那
り りずむ☆新体操くらぶ J 75 滑川　凜 吉野　咲季 武智　結音 吉成　桃佳 滑川　美羽

Ｒｉｂｂｏｎ　新体操クラブ J 90 宮澤　ひかる 福島　波奈 赤坂　美帆 吉澤　海里 松浦　美優 黒岩　真緒 坂下　ヒマリ
Rin RG J 4 泉　笑和 山本　莉子 上村　知世 矢澤　奈桜 山下　莉愛
Rin新体操クラブ J 9 泉　優笑 白石　萌華 増永　友理彩 上村　菜摘 池田　楓乃音 齊藤　ありさ

れ レインボーＲ．Ｇ．すわ J 28 鵜飼　夢唯 吉澤　咲良 守屋　ひより 伏見　ほなみ 江島　葵 近藤　柚乃 幡野　桔梗
わ Ｙ新体操クラブ J 74 松田　英里奈 藤村　美沙 平松　優依 加波　史帆 樫本　雪美

WASEDACLUB RG新潟 J 99 遠藤　汐里 石附　菜那 小嶋　杏奈 小柳　美月 粂田　梨里 遠山　莉子 嶽本　あおい


