
７月２０日（土）　　【日本ガイシスポーツプラザ第2競技場】

　９：００ ～ 体育館開館　セッティング

　９：０５ ～ 受付

　９：３０ ～ 開会式

９：２０ ～ １０：０５ 審判研修

9：40～10：37 高校団体練習 1チーム３分 9：50～10：10 成年個人練習 各班5分

10：40～12：15 高校団体競技 19チーム 10：10～10：55 成年個人競技ボール №1～№15

10：55～11：35 成年個人競技クラブ №1～№9、№16～№19

11：45～11：54 成年団体練習 １チーム３分

11：55～12：15 成年団体競技 ボール５

１２：２０ ～ １２：４０ 高校個人　フリー練習　

１２：５０ ～ １４：１０ 高校個人競技 ボール １班・２班 高校個人競技 クラブ ２班・1班

１４：１５ ～ １５：３５ ３班・４班 ４班・３班

１５：４０ ～ １７：００ ５班・６班 ７班・８班

17：00～17：09 成年団体練習 １チーム３分

17：10～17：25 成年団体競技 フープ・クラブ

１７：３０ カッティング

１７：５０ ～ 閉会式

Ａフロア Ｂフロア

12：20～12：25 1班 2班

12：25～12：30 3班 4班

12：30～12：35 5班 ７班

12：35～12：40 ６班 ８班

新体操競技日程(県選手権）

Ａフロア Ｂフロア

高校個人　フリー練習　フロア割り当て

※　団体出場チームから1名ずつ補助員を出してください。（人数が少ないチームはなしで結構です。）
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成年２部個人競技　〈ボール･クラブ〉

試技順 学 校 名 班 № 氏   名 所　属

1 中京大学B 1 三村　杏実 中京大学

2 中京大学A 2 室賀　水葵 修文大学

3 修文大学 3 辻村　佳奈 椙山女学園大学

4 村上　舞 HEARTS

5 疋田　美森 中京大学

6 古田　萌々 HEARTS

試技順 学 校 名 7 戸谷　百華 修文大学

1 中京大学A 8 塚本　舞香 HEARTS

2 中京大学B 9 杉山　綾耶 HEARTS

3 修文大学

〈ボール〉

10 後藤　聖奈 中京大学

11 浅川　ひなた 中京大学

12 佐治　里帆 修文大学

13 佐藤　初音 中京大学

14 高野　真代 修文大学

15 山下　美吹雪 修文大学

〈クラブ〉

16 長阪　芽依 中京大学

17 伊藤　愛純 修文大学

18 佐藤　季和 修文大学

19 高野　萌里 修文大学

成年２部団体〈ボール〉

1

成年２部団体〈フープ・クラブ〉

2

3
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少年２部団体 少年２部個人競技〈ボール･クラブ〉 〈ボール〉
試技順 学 校 名 班 № 氏   名 所　属 班 № 氏   名 所　属

1 一宮西高校 1 小林　美桜 愛知啓成高校 54 西辻　優衣 豊田西高校

2 豊田南高校 2 山本  結菜 菊里高校 55 渥美　結愛 愛知啓成高校

3 愛知啓成高校 3 右田　彩乃 半田高校 56 曽我　日凪子 名東高校

4 岡崎高校 4 松下　ひな 豊田南高校 57 山下　和夏 菊里高校

5 菊里高校 5 羽野　朱梨 MEIJO R・Ｇ 58 井上　深徳 阿久比高校

6 半田高校 6 安藤　実乃里 成田ＲＧ 59 鈴木　はる香 金城学院高校

7 五条高校 7 今井　優月 椙山女学園高校 60 福田　ひな乃 豊田西高校

8 椙山女学園高校 8 松山　礼 豊田西高校 61 川口　瑞稀 愛知啓成高校

9 江南高校 9 水谷　怜愛 岡崎高校 62 黒柳　優暢 金城学院高校

10 小牧南高校 10 秋吉　藍花 名古屋商業高校 63 加藤　ほなみ 阿久比高校

11 岡崎商業高校 11 渡辺  千夏 菊里高校 64 山本　海冬 長久手高校

12 MEIJO R・Ｇ 12 松浦　雪菜 長久手高校 65 大倉　優佳 五条高校

13 金城学院高校 13 黒川　凌加 MEIJO R・Ｇ 66 加藤　千智 金城学院高校

14 名東高校 14 髙田　凜花 椙山女学園高校 67 深川　里歩 豊田西高校

15 名古屋商業高校 15 伊藤　葵 豊田南高校 68 竹内　星 阿久比高校

16 長久手高校 16 魚住　雪乃 半田高校 69 武田　桃花 金城学院高校

17 名古屋女子大学高校 17 大島　凜子 名古屋女子大学高校 70 笠原　綾乃 五条高校

18 阿久比高校 18 北川　陽菜 椙山女学園高校 71 澤田　美奈子 阿久比高校

19 豊田西高等学校 19 竹内　楓和 半田高校 72 洲崎　里々佳 金城学院高校

20 野垣　里実 名古屋商業高校 73 鵜飼　晴香 名東高校

21 石原　愛菜 名古屋女子大学高校 74 深尾　彩香 長久手高校

22 水野　莉子 名古屋女子大学高校 75 石田　彩乃 名東高校

23 椎名　桃子 MEIJO R・Ｇ 76 山内　麻衣 名東高校

24 宇佐見　百香 シックスアイズＲＧ 77 石川　和音 豊田西高校

25 堀部  綾香 菊里高校 78 平野　望乃 名古屋商業高校

26 村瀬　紗愛香 名古屋女子大学高校 79 中村　有沙 長久手高校

27 大坪　沙弥香 名古屋商業高校 〈クラブ〉

28 井村　眞那子 椙山女学園高校 80 浦田　亜優七 長久手高校

29 相原  すみれ 菊里高校 81 松山　華実 愛知啓成高校

30 辻　彩香 一宮商業高校 82 榊原　帆乃香 阿久比高校

31 舟橋　麻凜 一宮商業高校 83 正松本　風花 長久手高校

32 角田　麻衣 半田高校 84 渡邊　紘子 長久手高校

33 山内　梨瑚 岡崎高校 85 増田　綾音 五条高校

34 木村　歌音 小牧南高校 86 寺島　日菜 金城学院高校

35 堀口　梨湖 MEIJO R・Ｇ 87 福岡　愛菜 金城学院高校

36 早川　七菜 阿久比高校 88 蟹　有紗 豊田西高校

37 中野　実咲 江南高校 89 勝　桃乃 五条高校

38 長谷川　久美 成田ＲＧ 90 田川　和佳奈 名東高校

39 杉田　茉由 ジャスミン新体操クラブ 91 後藤　有美 名古屋商業高校

40 保田　美空 名東高校 92 片岡　歩菜 阿久比高校

41 青山　亜佐美 成田ＲＧ 93 石川　藍子 名東高校

42 山口　心菜美 豊田南高校 94 会田　優 豊田西高校

43 堂本　真望 一宮商業高校 95 竹本　心優 愛知啓成高校

44 山田　嶺奈 名古屋商業高校 96 山浦  美羽 菊里高校

45 梶田　七海 シックスアイズＲＧ 97 溝口　芽衣 阿久比高校

46 徳田　佳歩 小牧南高校 98 村田　遥香 金城学院高校

47 橋口　涼菜 シックスアイズＲＧ 99 豊田　歩乃佳 名東高校

48 山本　千夜 藤ノ花女子高等学校 100 和田　雪華 金城学院高校

49 林 和果奈 岡崎高校 101 隅田　果暖 阿久比高校

50 山本　琴音 長久手高校 102 鈴木　来実 金城学院高校

51 新美　梨乃 半田高校 103 髙橋　七海 名東高校

52 丸山　花 椙山女学園高校 104 小木　美月 豊田西高校

53 藤川　巴菜 MEIJO R・Ｇ
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