
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
あ アートジムナスティッククラブ 徒手チャイルド B-57 勝山　芽衣 河北　芽生 脇山　祐希 杉原　萌生 山下　七夢 勝山　菜々

アートジムナスティッククラブ ジュニア A-32 河野　和香葉 伊東　奈子 向井　天音 森田　梨音 中　結夢
ＲＧ.ＳＥＩＫＯクラブ シニア A-13 松田　奈千 岡田　葵衣 曽木　郁実 後藤田　千夏 飯田　智覇 曽我部　澪奈
愛知啓成クラブ シニア A-1 二村　佳瑚 中村　心緒 渡辺　杏朱 山根　皐椰 久保田　碧乃 宮田　爽世
IRIS安曇野R・G 徒手チャイルド B-44 藤原　悠莉 中村　優奈 甕　紗芭 茅野　瑠々花 阿部　心奏 瀧川　いつき
IRIS松川R・G 徒手チャイルド B-18 榛葉　心愛 泉　春菜 小穴　夏妃 青山　穂乃花 望月　優里 中村　優里
IRIS松川R・G 徒手キッズ B-84 中村　光里 波場　心花 西澤　ひより 山田　茉柚
AOI RG クラブ 徒手チャイルド B-15 平山　花穏 永野　日菜 吉澤　香音 上田　夏葉 竹松　汐里 大井　陽向子
あおい新体操クラブ 徒手チャイルド B-40 細谷　琉奈 藤岡　わかな 志儀　ひまり 杉本　瑠璃 大崎　暁璃
ＡＳＫＡ・ＲＧ・Ｓ ジュニア A-40 野澤　乃碧 中原　美空 皆川　咲季 久保　希来理 木下　未唯 龍道　妃菜
ＡＳＫＡスポーツクラブ ジュニア A-35 富山　愛結花 依藤　葵 松本　鈴音 清水　愛梨衣 五十畑　瑠捺
ＡＳＫＡスポーツクラブ 徒手チャイルド B-47 外所　奈々 岡田　華英 松本　春音 関口　瑠海 岩瀬　珠妃
安達新体操クラブ 徒手チャイルド B-58 佐藤　梨央 小山　実玖 平野　友梨 矢野　りあ 梅澤　芽咲 児玉　こころ
安達新体操クラブ ジュニア A-3 高橋　留奈 桑山　日菜美 高竹　朱莉 田口　久乃 遠藤　彩芽 木村　美葉
Atawa.R.G.C ジュニア A-42 金本　茉子 入鹿　あいな 内山　嵯耶子 須川　真桜 髙山　華 池内　結加
avance R.G. ジュニア A-34 般若　るり 安達　真子 川崎　麻琴 塩田　紗夕 城野　愛美
avance R.G. 徒手チャイルド B-51 佐藤　寿々 新村　優衣 土居　凜奈 荒木　結羽 水谷　心咲 橋本　琉生
apricot 新体操クラブ ジュニア A-10 鈴木　桜乃 長山　紗麻 渡辺　寧々 吉岡　彩月 木村　有里 鈴木　秀梨
apricot 新体操クラブ 徒手チャイルド B-56 水流　紗彩 渕上　玲奈 木村　奈津希 齊藤　ゆい 鈴木　秀遥 川又　真琴
Amelia 徒手チャイルド B-19 山田　空 髙橋　百合花 松田　莉子 戸張　遥香 實方　さくら 花島　和紗
アリシエ兵庫 シニア A-26 森　夜梨子 前田　奈穂 漆原　沙和 浦田　ふたば 長尾　日乃花 花吉　美柚
アンジュ シニア A-19 海野　晴子 小澤　萌子 岩崎　璃子 岡本　美咲 糠谷　若葉 細川　粋

い 伊那ジュニア新体操ポーラ☆スター シニア A-15 島田　せりな 谷澤　月渚 永田　詩織 生嶋　明 野馬　澪 齊藤　菜友
インタークオレス 徒手ジュニア B-95 鈴木　波恵 小西　亜美花 松葉　野々亜 高橋　花音 渡辺　きらり 西森　茉渚
インタークオレス シニア A-4 堀池　美文 渡邉　佳穂 吉岡　珠里 英　咲良 宮田　侑莉亜 柴﨑　稚菜
インタークオレス ジュニア A-21 後藤　優杏 黒川　千春 渡邊　栞 島貫　桜吏 竹市　花音 山本　真美子
インフィニーRG ジュニア A-98 小黒　夢実 秋田　雛那 吉原　萌花 杉本　稟果 杉本　蓮果 能澤　里彩子
Infiny新体操クラブ 徒手チャイルド B-24 山下　愛莉 青木　舞桜 田中　明衣 坪井　志帆 乾　陽菜

う ＷｉｎｇまつもとＲ.Ｇ. ジュニア A-54 池田　美遥 加茂　杏菜 大月　乃々花 木下　和奏 三溝　真依 小池　薫
ウーマンズ新体操クラブ ジュニア A-29 鈴木　希良里 奥津　愛梨 李　美海 森田　華音 山本　恵理 持田　理子
ウーマンズ新体操クラブ 徒手チャイルド B-49 元永　楽 七海　紗彩 山川　杏愛 秋本　はるか 玉置　朱璃
ウェルネス新体操クラブ 徒手チャイルド B-28 石田　柚子 大石　梨衣奈 日水　茉奈 北林　咲空 石田　杏子 菅谷　莉心

え NS R.G ピュア ジュニア A-101 伊東　琴音 髙木　天 井手　瑞穂 西村　綸夏 有賀　二菜 巣山　実優
NS クラブ ジュニア A-39 大町　美羽 酒井　亜希良 若杉　佳乃 船岡　夏妃 正木　史奈 林田　瑞希
NS クラブ 徒手チャイルド B-62 伊東　和奏 影山　結万 杉山　瑚胡 片山　愛結海 伊藤　花音 吉田　采里
NPO秋田ＲＧ愛好会 ジュニア A-49 佐々木　陽愛 渡邉　小雪 鈴木　実希 渡部　藍李 近藤　里映 佐藤　優菜恵
ＮＰＯ法人総合体操クラブ　Jewel 徒手チャイルド B-17 滝澤　董 徳永　響 遠藤　詩子 滝澤　陽日 富田　空愛
ＮＰＯ法人トゥインクルクラブ 徒手チャイルド B-36 山本　知奈 和田　倖芽 大塚　絵実 田中　心乃 平野　結菜 増田　日花
NPO・ＹＴＫ新体操クラブ ジュニア A-46 坂本　あゆみ 畦地　心姫 小出　梨未 丸山　叶 仙石　雅穂 栁田　なお
エンジェルＲＧ カガワ 日中 丸亀 ジュニア A-77 監崎　琴美 林　千尋 林　美久虹 白川　愛侑子 溝口　莉仔 今村　優花

お OSKジュニアRG 徒手チャイルド B-14 本多　千咲 吉村　美咲 塙　花蓮 武藤　香凜 森　心空 武井　美文
OSK新体操スクール ジュニア A-86 長谷川　結菜 榎本　るな 正鋳　真優 遠藤　麻凉 河辺　瑠名 高橋　葉月
大垣共立銀行OKB体操クラブ シニア A-23 川瀬　葵ら里 竹内　佑季 浅野　紗矢 小島　彩花 井馬　翠汐
大垣共立銀行OKB体操クラブ ジュニア A-99 長尾　蘭 筋野　麗美 三輪　彩乃 長屋　明依 石田　美結 宮元　唯奈

か カタリナRG シニア A-21 伊藤　夢叶 川端　杏果 小出　マリン 福岡　希望  田　朱里 大西　姫乃
KANAI　R.G ジュニア A-89 加藤　仁捺 黒江　真乙 小川　萌華 久保田　歩優光 佐藤　絢香 小林　彩夏
Charis ジュニア A-62 内山　未釉 濱野　倖帆 余郷　詩織 飯沼　彩 木村　美月 佐藤　日実花
川口Jr. RG シニア A-7 折橋　京奈 貴田　穂乃香 大村　梨々香 樋口　菜々子 齋藤　仁美 菅間　瑠璃
観音寺ＲＧ ジュニア A-102 島　萌華 福田　沙奈 鎌田　栗実 片桐　釉美 干野　さくら

き ＣＡＮＤＹ．ＲＧ．ジュニア 徒手チャイルド B-29 小野田　楓夏 伍井　梨乃 岩楯　美空 堀畑　和花 風間　乃彩
ＣＡＮＤＹ．Ｍ．ＲＧ ジュニア A-33 奈良　美優 柴田　紗希 宮本　瑛美梨 木村　美結 熊坂　華
ＣＡＮＤＹ．Ｍ．ＲＧ 徒手チャイルド B-65 高橋　七実 浦島　珠奈 西田　萠代 川上　紗愛空 大塚　萌彩 三俣　美綺
きらり☆岡山新体操クラブ シニア A-22 笠原　梓 井上　幸美 日笠　碧 板谷　梨央 渡辺　きらり 綱島　響

く 熊本ＲＧ ジュニア A-47 緒方　煌 浦本　佳菜子 涌田　虹奏 奥　瑞稀 宮﨑　遥菜
クラソタＲＧ ジュニア A-41 田平　乙姫 竹内　舞 原田　桔沙 五嶋　咲希 清水　あかり
CLUB SILVA ジュニア A-65 関　なのは 大野　莉歩 中川　莉緒 島崎　鈴々 高島　ひなた 大野　未遥
CLUB SILVA RG 徒手チャイルド B-72 岸　香良 林　秀那乃 畠山　藍 中川　璃惟奈 廣田　ひまり
CLUB SILVA RG シニア A-8 西辻　里来 関　ひなた 京瀧　夏美 板本　羽叶 塚本　あやね
CREA R.G ジュニア A-56 小宅　允葉 斉藤　マリサ 細山　藍 上平　美優希 森田　珠梨 松谷　優杏
CREA.MRG 徒手チャイルド B-26 宮崎　瑠衣 七丈　美慧 サンドバル　るな 澁谷　環 青山　怜美 太田　一琉
CREA.MRG 徒手シニア B-97 芥川　野乃香 小堀　紗優美 大山　京華 片山　未桜 園田　優桜 金山　明日香
グレース ジュニア A-51 丸岡　葵 弓田　美怜 手代木　優奈 松田　香帆 井上　透朱 大橋　もも花

け 県陽クラブ 徒手チャイルド B-27 廣渡　孝予 加藤　夏帆 佐藤　絢芽 船水　優羽 水野　寧々
県陽ジュニアクラブ ジュニア A-5 柴田　愛来 菱川　安優 盛　日々歩 割田　真優 吉野　沓 三村　祐莉
県陽ジュニアクラブ 徒手チャイルド B-73 佐々木　理桜 木村　瑚彩 船水　彩羽 細川　夕月 吉野　晏 原田　育実

こ COSMOS ジュニア A-91 足立　心暖 髙石　心和 田口　杏菜 菅野　真李亜 渡邉　珠菜 萩原　千桜
さ さいたま新体操クラブ 徒手ジュニア B-90 小澤　珊綺 松井　萌波 藤原　さくら 甲斐　有紗 本多　歩実 浦野　叶梨奈

済美クラブ シニア A-11 近藤　伽奈 小川　さくら 久保　優里愛 菅　春菜 阪本　こゆず 宗友　瑞希
SATTEリボンクラブ ジュニア A-84 松川　璃瑠 平林　紗良 平林　凛 池部　結 中野　紗希 鈴木　和奏
札幌ＭＥＧ．ＲＧ ビーナス ジュニア A-105 北内　綴 籏谷　胡桃 寺嶋　クレア 馬渕　結朱 中山　絢惺 本庄　紅寧
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SUNSHINE 徒手チャイルド B-46 森　美晴 小嶋　ひまり 山上　こころ 高橋　愛美好 村瀬　ひかり 福島　瑠南
SUNSHINE ジュニア A-13 平林　結花 加藤　路己 村瀬　ひなた 小嶋　くりあ 山田　梨乃
サンシャインＲ．Ｇ 徒手チャイルド B-60 大岩　望来 石原　実桜 上原　六花 尾中　明歩 宇佐見　亜子
サンシャインＲ．Ｇ ジュニア A-8 貴船　由菜 佐藤　花梨 齋藤　結子 石川　茉依 庵谷内　柚月 山下　実来
サンシャイン・ワカバＲ．Ｇ 徒手チャイルド B-74 亀島　彩穂 山口　紅羽 山本　愛理紗 安部　心晴 上原　風花 三浦　璃音
サンシャイン・ワカバＲ．Ｇ ジュニア A-26 美川　愛乃 中村　心乃 伊藤　佑華里 山本　真菜香 北原　奈梛生 川上　さくら

し CAC 徒手チャイルド B-16 箕浦　希秋 岩渕　巴絵 西澤　佳音 櫛田　花 和田　莉依
CAC RG ジュニア A-96 平井　沙樹 正木　杏樹 北原　真優 西中　彩乃 岡崎　結菜
CAC新体操クラブ シニア A-5 斉藤　雪里 上島　珠葵 西中　美結 信田　奈緒 五十嵐　彩映
Ｓieg Ｒ．Ｇクラブ ジュニア A-36 坪内　咲良 関山　桃花 吉川　里莉 小林　真緒 南場　ののか 奥本　ゆら
Ｓieg Ｒ．Ｇクラブ 徒手チャイルド B-78 小山田　萌恵 高橋　澪 瀧澤　侑加 権守　祐奈 中西　凜
JWCPE Jr 徒手チャイルド B-35 川添　怜花 臼井　心菜 七條　暁 佐藤　永奈 杉野　愛 中島　汐理
塩尻ポーラ☆スターＲＧ シニア A-10 松岡　あかり 新開　唯葉 藤森　歩美 成田　佑奈 木村　明 矢島　愛理
静岡ＲＧ シニア A-24 関矢　歩実 田中　唯加 塩谷　早紀 孕石　あこ 須藤　華蓮 鈴木　希歩
静岡ＲＧ 徒手チャイルド B-61 大石　純白 木下　紗依 冨田　優奈 義満　愛向瑠 牧田　遥海
静岡ＲＧクラブ ジュニア A-80 築地　璃実 菅野　桃愛 井戸口　晴々 小笠原　万桜 鈴木　陽月 長田　小雪
JAKUREN.三鷹 徒手ジュニア B-92 河野　心優 高井　颯音 勝本　霞 野邊　文香 前島　由奈
ジュネスRG ジュニア A-75 清水　菜花 鬼本　梨生 松島　日和 大久保　葵 石松　桜乃
ジュリアスＲ Ｇ 徒手チャイルド B-4 堀田　陽世 川口　志帆 本間　仁子 渡辺　実沫 平尾　友樹菜 安達　桜咲
SHOYO RG ジュニア A-104 本田　千紘 山上　詩葉 大黒　桃夏 伴　花音 大黒　史奈 伴　野乃花

す Ｓｗｅｅｔ ピュア Ｒ.Ｇ 徒手ジュニア B-93 神山　瑠花 野嵜　陽向 松下　陽葵 若田　明歩 鈴木　冴月 原田　美海
STAR 徒手チャイルド B-43 天沼　ひなた 池澤　ゆの 上田　沙桜 宮尾　帆奏 小澤　希來 谷澤　通
Star　R.G８９ 徒手チャイルド B-39 白川　凜愛 大西　咲希 石岡　芽依 横田　瑠梨 正置　悠愛 佐藤　美南
Ｓｔｅｌｌａ　Ｒ☆Ｇ ジュニア A-74 横山　真希 山脇　香葉 圓城　希帆 佐川　陽南 園田　菜乃 竹中　乃愛
Ｓｔｅｌｌａ　Ｒ☆Ｇ　９７ ジュニア A-2 中尾　幸音 井ノ口　瑚花 田中　日菜 仙波　柚葉 野田　千晶 木村　凛
Ｓｔｅｌｌａ　Ｒ☆Ｇ　９７ 徒手ジュニア B-88 友岡　樹音 大塚　結月 宇佐美　璃々南 北村　倫那 冨田　うらら 大塚　暖日
STELLA新体操クラブ シニア A-9 石山　栞 古俣　舞愛 竹内　理恋 中林　和奏 岡田　美空 加藤　栞
STELLA新体操クラブ ジュニア A-68 増田　夏琳 川野　優香 阿部　ゆきの 三上　夏奈 佐野　日香 須田　実里奈
すみれＲＧ ジュニア A-61 福原　一葉 夏山　友里花 岡邊　沙弓 問屋　宇咲 重光　はづき 谷口　百花
すみれＲＧ シニア A-12 川田　星沙 富永　結貴 増山　萌果 髙垣　陽里 安原　詩織 穂垣　舞佳

せ 世田谷ＲＧ 徒手チャイルド B-10 田中　万智 渡辺　唯香 明瀬　まりや 福井　裕紗 本郷　なの 前川　咲綺
世田谷ジュニア新体操クラブ 徒手チャイルド B-21 佐藤　真尋 渡邉　結 長塚　理子 九貫　萌々果 渡部　小春 柴田　栞奈
仙台ジュニア体育研究所 ジュニア A-97 遠藤　未菜 高木　純菜 中野　陽里 鈴木　理央 川守田　麗 春田　弥優

そ SOKA R.G ジュニア A-66 長島　杏莉 田中　樹来 田中　樹莉 石丸　瑠菜 工藤　美海 村瀬　葵
草加ジュニア新体操クラブ 徒手チャイルド B-33 青木　志埜 國松　優衣 中村　真珠愛 内藤　咲月 長島　楓恋 榎本　もみじ
Sorae ジュニア A-59 横川　愛依 仲森　千莉 立木　麻礼 尾崎　琉乃 磯部　結愛 桑畑　結希
ソレイユ ジュニア A-67 山本　すず 十河　小晴 平子　ゆい 多久和　彩花 光永　桃香 中村　知珠子

た 高崎新体操クラブ ジュニア A-43 山川　真珠 小野　寧々 田村　千紘 野澤　来未 北　夏 佐藤　彩花
宝塚サニー新体操クラブ ジュニア A-82 宇野　ひまり 生野　風花 安田　愛花 菅原　梨央 中村　江里彩 尾上　毬乃

ち ちあふる新体操クラブ 徒手チャイルド B-34 大橋　菜帆 吉田　永遠 大塚　美音 藤江　優美 吉野　真緒
ちあふる東川口RG 徒手チャイルド B-48 丹羽　理桜菜 萩原　千紗 安田　愛果 吉村　秋那 相澤　陽夏 宍戸　彩葉
ちあふる東川口RG ジュニア A-38 照内　実吹 宮本　紗衣 江藤　柑七 島田　幸希 安田　桃果
ちちぶ新体操クラブ ジュニア A-31 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
ちちぶ新体操クラブ 徒手チャイルド B-79 島嵜　瑛里亜 笠原　莉夢 根岸　美羽 布施　莉音央 関根　玲 柿境　里花
千葉ＲＧクラブ ジュニア A-72 橋本　凜 福島　咲環 藤本　花 吉野　遥香 中山　千鶴

て Tiara RG･Atire ジュニア A-88 森川　珂子 野口　ほのか 田口　琴葉 古川　結亜 井上　菜花 西原　凜
DIVA RG TOKYO ジュニア A-52 三日月　帆風 中村　涼乃 原田　りお 佐伯　雪乃 田部井　柚衣 星　仁子
TESORO ジュニア A-18 牧野　莉瑚 岩元　心優 大井　美結 北沢　優羽 若林　亜海 関根　汐莉
TESORO シニア A-18 堺　ひまり 鈴木　優南 岸　紗花 松山　明日香 押切　春菜 三村　愛莉
TESORO 徒手チャイルド B-75 山口　心優 鈴木　奏 立和名　花梨 小野寺　凪紗 石打　幸花 石原　希凜

と TUNE R.G.O 徒手チャイルド B-23 滝坂　キアラ 品田　紋佳 吉田　滋 新井　未知琉 米持　七海 長井　優羽
TUNE R.G.O Jr. ジュニア A-4 廣木　玲菜 佐藤　かのん 斉藤　彩花 小林　愛 松本　優奈 大野　葵
TUNE R.G.O Jr. 徒手チャイルド B-67 草間　千咲子 峰村　紗那 青木　陽菜乃 飯尾　紗帆 佐藤　美優菜 池田　菜央
ドゥ・エール新体操クラブ 徒手チャイルド B-6 佐々木　玲緒 佐藤　愛花 笹川　優渚 青野　にこ 佐久間　柑那
東金ＲＧ ジュニア A-64 竹本　光来 磯野　未來 樋口　菜々 渡辺　しゃら 麻生　七瀬 土屋　果歩
東金ＲＧ シニア A-14 磯野　茜 五十嵐　陽樺 椎名　李佳 竹本　光希
東金ジュニア ジュニア A-7 遠藤　彩笑 斉藤　柚花 渡辺　くらら 飯島　花 須東　舞花
東金ジュニア 徒手チャイルド B-54 桐　夏萌 増田　亜音 伊能　百華 中田　柚沙 齋藤　日茉莉 渡邊　詩乃
東京ジュニア新体操クラブ 徒手チャイルド B-66 徳山　紗英 阿部　花 中村　友里乃 出村　日和 長澤　美怜
東京ジュニア新体操クラブ ジュニア A-27 小林　夏穂 君原　由望奈 庄司　彩乃 岩田　麗 十河　美紗都 戸敷　菜乃蓮
東京女子体育大学ジュニア･ユースクラブ ジュニア A-73 百目鬼　彩羽 橋柿　美花 網代　佐和乃 菊池　柚葉 野呂　くるみ 髙栁　七彩
となみＲＧクラブ 徒手チャイルド B-71 水野　舞花 宮下　那月 古瀬　優 加藤　悠衣奈 田上　聖菜
となみＲＧクラブ ジュニア A-19 島田　幸彩 島田　若奈 水上　凛音 米山　菫 水野　美鈴
となみＲＧ東部 ジュニア A-55 赤畠　小絃 牧田　悠愛 大江　晴香 山根　菜乃花 吉岡　姫菜子
Dream ☆ Inter ・ Cuoles 徒手チャイルド B-55 万代　結愛 細川　瑠菜 黒木　心海 鈴木　瑠夏 山上　千晴
Dream ☆ Inter ・ Cuoles ジュニア A-17 林　由姫 村松　愛菜 鈴木　心寧 越智　いなほ 東　愛梨 寺﨑　天音
ドルチェRGクラブ ジュニア A-95 平野　潤 中嶋　彩葉 中屋　美羽 八木　ともえ 佐々木　里椛
ドルチェRGクラブ ジュニア ジュニア A-71 三上　かえで 山田　千代 山本　遥華 中嶋　日菜 谷川　遥香

に にいかわRGクラブ 徒手チャイルド B-7 灰田　葵 加治　奈々花 日南田　綾香 栃山　芽菜 滝川　莉々佳
nico RG 徒手チャイルド B-2 鈴木　悠月 菊地　青空 伊藤　七葉 近藤　愛瑠 大越　うらら



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
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西福岡新体操クラブ 徒手チャイルド B-3 井田　百合彩 戸髙　優奈 宮原　琴羽 押領司　紫乃 波多江　彩花 桝田　杏
は HEARTS ジュニア A-25 有働　未姫 後藤　麗 古西　綾華 野口　悠那 柴田　莉乃 二宮　芽生

HEARTS 徒手チャイルド B-69 野々山　琴葉 横井　ののか 杉山　藍 田中　美有 大村　彩乃 後藤　華英
HEARTS 徒手ジュニア B-94 鈴木　美颯 嶋田　有紗 森　來花 高津　李彩 内山　璃子 杉山　沙耶
HEARTS RG ジュニア A-14 鈴木　遥乃花 仲野　智咲 仲田　沙絵 三浦　苺乃果 松井　葉月 櫻井　瑠風
HEARTS RG 徒手チャイルド B-64 徳永　有希 武藤　芽依 永谷　心乃 旭　そよ 道下　栞生 山田　琉奈
ハーツ新体操クラブ ジュニア A-9 大竹　未夏 梶田　桜羅 牧田　梨那 永尾　茉里奈 伊藤　愛琉 神谷　優月
ハーツ新体操クラブ 徒手チャイルド B-52 村尾　美咲 古戸　希来 石田　夕稀 成田　凪花 水谷　璃茉 平野　瑠那
ハーツ新体操クラブ 徒手ジュニア B-91 田原迫　緑香 大村　雪乃 小倉　未愛 山田　杏奈 小寺　紗衣 伊藤　有咲
HEART ANGEL 7 ジュニア A-87 山田　帆乃果 前川　舞美 岩倉　なみ 横川　日音 板橋　七々瀬 紺野　蓮実
HARMONY 徒手キッズ B-83 長谷川　花音 矢神　優月 植江田　芽 上杉　心音 廣澤　心絆
HARMONY 徒手チャイルド B-1 刀根　心優奈 片岡　愛唯 八神　令奈 三輪　マリヤ 伊藤　詩月 織田　結々子
パステルＲ・Ｇ 徒手チャイルド B-45 浅賀　来夢 藤本　優芽 峯村　はるひ 飯坂　芽唯 土屋　涼乃 駒崎　留美
華舞翔新体操倶楽部 ジュニア A-53 星　百花 佐藤　結望 齋藤　郁愛 高松　穂乃香 室井　優 星谷　亜矢子

ひ peach新体操クラブ 徒手チャイルド B-41 武井　美十鈴 梅原　望来里 岡野　梨渚 村　美優 矢口　莉愛 田崎　瑚白
ピオニー新体操クラブ 徒手チャイルド B-30 菅野　美杏花 江連　花 北澤　耀 西野　凜 関谷　真乙 宇留島　花
飛行船ＲＧ 徒手チャイルド B-50 丸谷　菜乃 丸谷　梨乃 新田　実桜 山田　都琶 鈴木　樹彩 小島　希帆
飛行船ＲＧ ジュニア A-16 小島　志帆 新関　菜花 井上　優 永江　優希 剣持　美月 久野　凛々子
飛行船新体操クラブ ジュニア A-83 増田　美夏 長谷　茜 廣瀬　萌芽 深山　椿 白石　優衣 髙松　彩花
ピュアＲ．Ｇ ジュニア A-103 山中　月菜 佐藤　彩月 平岡　亜子 八道　咲奈 金子　真依
ヒューマンＲＧ ジュニア A-81 藤根　柚香 石坂　陽奈子 矢部　結菜 谷貝　南風 古山　実桜 佐藤　みのり
ヒューマンジュニアＲＧ ジュニア A-93 芳賀　茉優 柳　心優 岩本　善香 竹内　葵 佐藤　蒼依 芦澤　美由
ヒューマン新体操クラブ シニア A-20 恩田　瞳 塩野　心緒 新井　双葉 塩野　愛心 若林　桜杏
ヒューマン新体操クラブ ジュニア A-6 原嶋　夢那 吉田　花音 鈴木　暖 土井　美沙 森山　結衣 宮良　智咲
ヒューマン新体操クラブ 徒手チャイルド B-59 小野　由里香 小島　柚子 尾崎　帆菜 金子　陽南 川口　あかね 本田　桃菜

ふ Fierte 徒手チャイルド B-42 村山　梨花 諏訪　稀々花 加藤　才侑 山口　こはる 山口　ひより 太田　結珠
FIORE 徒手チャイルド B-38 櫻澤　蓮実 服部　桜子 大谷　芽映 橋本　芽依 初田　叶望 山本　結々
フィサリス 徒手ジュニア B-89 藤田　志央 澤江　柚希奈 田部井　凛 渡辺　新夏 仲田　彩良 高橋　ひなた
フィサリス 徒手キッズ B-82 リー　波夏ケイトリン 寺内　萌々花 五十嵐　杏 田村　明莉 篤田　七咲 松尾　実咲
フェアリーＲ．Ｇ．クラブ 徒手チャイルド B-9 町田　可奈美 若月　美奈実 小林　三希寧 馬場　友希乃 松澤　心愛
フェアリーＲ．Ｇ．クラブ 徒手ジュニア B-86 栗林　湊未 佐藤　璃里 宮下　心優 丸山　知咲 坂西　妃花里
Fairy Club ジュニア A-100 中倉　由衣菜 藤井　菜胡 佐藤　玲衣 松長　季和 村山　詩織 中山　愛以良
フェアリーリングＲＧクラブ 徒手チャイルド B-22 小山　璃乃 丹澤　美七海 三条　美空 鈴木　琉暖 井垣　ひなの
藤岡ＲＧＣ ジュニア A-90 小暮　雫 中林　凜花 辺見　さくら 横田　悠 橋本　侑奈
藤岡新体操クラブ ジュニア A-94 小島　結羽 茂木　南乃巴 加藤　彩乃 田中　来実 平野　花純 門倉　光咲
藤村新体操教室 徒手シニア B-100 崎山　華 山本　怜奈 石川　理乃 守屋　優奈 杉田　愛奈 土喰　桃子
藤村新体操教室 シニア A-6 堀井　和葉 松井　藍 江田　光里 荒井　叶 渡邉　きらり 宮地　あかり
PRINCESS Jr 新体操クラブ 徒手チャイルド B-80 長束　祐奈 阿江　凜々華 高畠　日瑚 山中　舞桜 西平　ことほ
PRINCESS Jr 新体操クラブ 徒手シニア B-99 山﨑　海希 須賀　美結 長谷川　夢芽 伊藤　夏音 河村　理紗子
PRINCESS Jr 新体操クラブ ジュニア A-37 平岡　芹菜 安達　玲衣 長谷川　暖佳 勝木　凪紗 横川　寧々 栁下　彩乃
ブルーミングR,G 徒手チャイルド B-32 畠山　凛 市川　愛夏 飯沼　美樹 小林　由奈 白井　花和 白井　りの
ブルーミングR,G　咲 ジュニア A-48 秋山　名菜 今井　妃夏 白井　まお 小林　花音 及川　明音 野水　麻子
ブルーローズ シニア A-16 阿部　未怜 羽根田　麗加 松尾　胡実 小池　彩乃 柴崎　のん 鈴木　沙菜
フレンズ新体操クラブ ジュニア A-78 小川　絢奏 吉本　紗菜 渡辺　鈴 河野　紗良 芦刈　励香

ほ ポーラ☆スターＲＧ シニア A-2 谷口　莉々夏 中浦　玲楠 伊東　葉月 小池　萌々華 小平　はるか 金子　さくら
HOKUSEI☆R.G. ジュニア A-76 中野　夏綸 中野　心愛 東　愛菜 川井　珠英利 村椿　奏風 川井　珠莉亜
PONYO RG 徒手チャイルド B-25 磯部　杜央子 折尾　環 佐藤　みらの 伊藤　綾音 前原　帆翔 磯部　佳歩
PONYO RG 徒手シニア B-98 本望　さくら 近藤　美優 阿部　花陽美 油木　ひなた 金子　紗佳
ポミエ RG ジュニア A-70 竹村　胡美 本島　碧 菜花　歩叶 片桐　茉奈 清水　菜々美
ポミエ新体操クラブ ジュニア A-57 大下　ゆう 實原　未奈 窪田　咲桜 赤羽　陽菜子 山田　瑛羽 松澤　蒼衣

ま 舞Ｋｉｄｓ　Ｒ．Ｐ．Ｇ． 徒手チャイルド B-11 鍋島　優夢 長田　萌南 小林　もも 三浦　京子 河合　亜美 伊藤　未結
マジョリティ新体操クラブ ジュニア A-58 清水　胡花 宮村　ひかる 青山　詩音 青山　瑠花 藤本　美空
町田ＲＧ ジュニア A-63 金井　まどか 薄井　姫菜 小口　凜花 石川　芹 伊藤　凜 中溝　ひかり
町田ＲＧ　もりの ジュニア A-69 鎌田　日和 西山　愛音 原　未希乃 工藤　真妃 山野　咲
町田ＲＧ　やまさき ジュニア A-85 浅間　智枝里 佐藤　茉妃奈 田才　葵 伯耆田　成実 山﨑　埜乃 工藤　乃愛

み MINAMI.R.G.C. ジュニア A-22 浅野　杏梨 奥村　有秋子 原田　奈那 長山　果倫 山田　美香子 鈴木　詩織
MINAMI.R.G.C. 徒手チャイルド B-53 瀧塚　しおん 宮川　結愛 和田　心美 加藤　優來 住垣　玲奈 浅野　聖彩
みなみ新体操クラブ ジュニア A-92 尾本　心月 山下　桃羽 平田　愛々実 青木　寧音 三﨑　華瑶 本多　希彩里
みのり新体操クラブ ジュニア A-45 武藤　舞 古谷　みみ 古谷　るる 石川　蒼空 中村　結愛 助川　彩花
ミヤマエ新体操クラブ ジュニア A-60 古賀　まひろ 二見　心雪 片野　心音 大橋　愛桜 木榑　優奈 古賀　優芽

め MEIJO R・G シニア A-3 澤野　菜乃羽 髙田　恵理菜 大島　凜子 石原　愛菜 水野　莉子 堀口　梨湖
Melia RG 徒手チャイルド B-12 山田　心々菜 野坂　実祈 近野　凜花 齊藤　ひなた 齊藤　ひまり

も morado シニア A-17 鈴木　美久 佐竹　日和 山田　千尋 森　結生 山本　絢弓
morado ジュニア A-23 宮﨑　友結 窪田　美咲 鈴木　日奈子 諸川　由奈 井口　梨花
morado 徒手シニア B-101 太田　圭那 松下　奈都美 安田　琉華 岩佐　ちさと 中村　愛琉 柳瀬　璃子

や 山形ＲＧ 徒手チャイルド B-8 佐藤　優愛 清野　栞菜 鈴木　らら 阿部　彩花 小笠原　華子 大沼　葵葉
山崎新体操クラブ 徒手チャイルド B-76 山本　彩 山本　梨央 松藤　百音 菅田　澄恋 葉玉　結 土肥　杏奈
山崎新体操クラブ ジュニア A-20 中島　花音 中山　遥花 八尋　優真 鈴木　歩夏 根間　杏菜 宮﨑　愛弓

ら La Briller R.G 徒手チャイルド B-5 戸田　明愛 森　咲穂 伊賀　輝來々 杉森　心海 渡辺　香澄 脇口　麻耶
Ｌａｌａ新体操クラブ 徒手チャイルド B-20 古江　裕葉 新井　春姫 山口　夢奈 江上　紗英 根本　季依 大西　真広



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
第19回全日本新体操クラブ団体選手権　-団体-

り ＬＥＥ・ＲＧ 徒手キッズ B-85 岡田　有紗 梅原　百々花 佐野　遥香 窪田　花 安部　夏帆 千葉　稔
ＬＥＥ・ＲＧ ジュニア A-15 武田　詩心 渡辺　百香 千葉　葵 小原　友莉花 森田　爽菜 佐藤　美桜
Little queen RG ジュニア A-44 橋本　つづみ 川島　弥琴 横山　花 岡田　このは 竹之内　心寧 長沼　瑠羽
Ｒｉｂｂｏｎ　ｋａｓａｉ　ＲＧ 徒手チャイルド B-37 別府　水羽 柳　沙也加 横川　璃來 赤坂　樹香 篠崎　元希 中島　千遥
Ｒｉｂｂｏｎ　新体操クラブ 徒手チャイルド B-77 松浦　茉里花 佐藤　柚葉 黒田　菫 津村　りよ 加藤　美羽 村田　茉奈
Ｒｉｂｂｏｎ　新体操クラブ ジュニア A-28 松浦　美優 吉澤　海里 松山　綾花 小林　せの 伊藤　瑠夏 矢田部　早紀
リュミエル ジュニア A-24 金子　七望 鈴木　香音 小林　優月 安本　ひなた 河原崎　優乃 小寺　芽衣
リュミエル 徒手チャイルド B-70 森　ななみ 黒田　ひまり 浅野　那奈 松野　美月 北澤　瑞生 鈴木　結愛
Linda シニア A-25 松井　遥依 舛田　海紗 荒木　琴都 杉岡　愛梨 荒木　遥月 中村　亜未

る LUCE R.G ジュニア A-11 森　さくら 若田　美利彩 花見　結衣 牧野　未由羽 前田　珠希 長久　陽香
LUCE R.G 徒手ジュニア B-87 森本　美優 今井　結菜 菅野　彩姫 宮前　茉子 長久　莉緒香
LUCE R.G 徒手シニア B-96 石川　莉子 松森　奏 藤井　玲花 山田　美海 山口　真緒
Luna RG ジュニア A-79 丹下　梨杏 福桝　真央 藤原　彩月 松本　唯花 丹下　琉愛
ルチアＲＧ ジュニア A-12 高　典子 大渡　麗音 狹間　晴楓 岩田　萌花 豊東　愛里菜 和氣　依吹
ルチアＲＧ 徒手チャイルド B-68 清水　更紗 兒玉　夢叶 常廣　千世子 常廣　万由子 萱島　れいら 宮川　雛綺
Ruby RG 徒手チャイルド B-13 梅澤　優 細谷　希花 鹿島　夕愛 小野瀬　有希 大山　虹恋 小野　清花

れ レインボーＲ．Ｇ．すわ ジュニア A-30 守屋　ひより 伏見　ほなみ 江島　葵 幡野　桔梗 西村　結菜 入野　幸月
レインボーＲ．Ｇ．すわ 徒手チャイルド B-81 西村　桃香 丸山　天音 有賀　菜々子 牛山　世菜 玉井　里莉名 中山　心愛
レインボーＲ．Ｇ．ちの ジュニア A-50 近藤　柚乃 石山　野々夏 両角　彩乃 小澤　心鈴 矢澤　真咲 酒井　未桜

ろ ローザ新体操クラブ 徒手チャイルド B-31 安川　紋菜 大城　心愛 竹内　結名 山出　夢莉 臼田　珠花 藤原　百珈
わ WASEDACLUB RG新潟 徒手チャイルド B-63 谷　眞凰 小島　夕茉 笹川　心乃 斎藤　麗愛 中野　めい

WASEDACLUB RG新潟 ジュニア A-1 石附　菜那 小嶋　杏奈 小柳　美月 遠山　莉子 粂田　梨里 松原　亜胡


