
区分 班 組 番号 氏　　名 ひらがな 学年 所　　　属 区分 班 組 番号 氏　　名 ひらがな 学年 所　　　属
1 中村　銀汰 なかむら　ぎんた 中３ レジックスポーツ 201 坂本　陸 さかもと　りく 中３ 東海ウイング体操クラブ
2 舩橋　珀 ふなはし　はく 中３ レジックスポーツ 202 佐藤　千桜 さとう　ちさき 中２ 東海ウイング体操クラブ
3 中村　知寛 なかむら　ちひろ 中３ レジックスポーツ 203 松田　尚也 まつだ　なおや 中２ 東海ウイング体操クラブ
4 高田　羽琉 たかだ　はる 中２ レジックスポーツ 204 石塚　結士 いしづか　ゆいと 中１ 東海ウイング体操クラブ
5 伊藤　大空 いとう　だいすけ 中２ レジックスポーツ 205 小川　空之 おがわ　そらの 中１ 体操クラブジムナスツ
6 山下　蒼斗 やました　あおと 中３ レジックスポーツ 206 塚本　啓心 つかもと　けいしん 中１ レジックスポーツ
7 藤木　大智 ふじき　たいち 中３ レジックスポーツ 207 岸田　葉月 きしだ　はづき 中１ レジックスポーツ
8 平子　翔奈大 ひらこ　かなた 中３ キッズワールド中国体操クラブ 208 堀江　亮輔 ほりえ　りょうすけ 中３ レジックスポーツ
9 万波　優太 まんなみ　ゆうた 中２ キッズワールド中国体操クラブ 209 野中　春流 のなか　はる 中１ ならわ体操クラブ
10 大野　暖人 おおの　はると 中３ 中京ジムナスティッククラブ 210 鈴木　元騎 すずき　げんき 中１ ならわ体操クラブ
11 三井　勇輝 みつい　ゆうき 中３ 中京ジムナスティッククラブ 211 金原　直輝 きんばら　なおき 小６ ならわ体操クラブ
12 山本　拓蔵 やまもと　たくら 中３ 中京ジムナスティッククラブ 212 梅本　時和 うめもと　ときわ 小４ ならわ体操クラブ
13 馬場　崇士 ばば　しゅうと 中２ 中京ジムナスティッククラブ 213 伊藤　聖太 いとう　しょうた 小６ キッズワールド中国体操クラブ
14 坪井　勇樹 つぼい　ゆうき 中２ 中京ジムナスティッククラブ 214 酒井　梨碧 さかい　りのん 小６ キッズワールド中国体操クラブ
15 岡田　榮心 おかだ　えいしん 中３ ならわ体操クラブ 215 岡﨑　煌香 おかざき　こうが 小４ レジックスポーツ
16 安藤　大志 あんどう　たいし 中３ ならわ体操クラブ 216 馬場　大河 ばば　たいが 小６ 中京ジムナスティッククラブ
17 片山　空秋 かたやま　あしゅう 中２ ならわ体操クラブ 217 三貫納　佑悟 さながし　ゆうご 小６ 中京ジムナスティッククラブ
18 角皆　友晴 つのがい　ともはる 中２ ならわ体操クラブ 218 小林　暖 こばやし　はる 小５ 中京ジムナスティッククラブ
19 高橋　諒圭 たかはし　りょうけい 中１ ならわ体操クラブ 219 柴田　夏来 しばた　なつき 小６ 中京ジムナスティッククラブ
20 井上　朝陽 いのうえ　あさひ 中３ 笠松体操クラブ 220 大野　峻平 おおの　しゅんぺい 小６ 中京ジムナスティッククラブ
21 馬場　慧朗 ばば　けいろう 中３ 笠松体操クラブ 221 前澤　健太 まえざわ　けんた 小５ 中京ジムナスティッククラブ
22 安藤　永騎 あんどう　とき 中２ 笠松体操クラブ 222 池本　晴 いけもと　はる 小４ 中京ジムナスティッククラブ
23 土屋　眞人 つちや　まなと 中２ 笠松体操クラブ 223 本田　稜汰 ほんだ　りょうた 小６ 笠松体操クラブ
24 石原　銀河 いしはら　ぎんが 中２ 笠松体操クラブ 224 大山　遥聖 おおやま　ゆうせい 小５ 笠松体操クラブ
25 百本　湊 ひゃくもと　みなと 中１ 笠松体操クラブ

区分 班 組 番号 氏　　名 ひらがな 学年 所　　　属
301 田中　瑛 たなか　あきら 小５ 笠松体操クラブ ※１部３班はカッティング（選手、保護者）
302 渡邊　惺真 わたなべ　しょうま 小５ 笠松体操クラブ
303 鈴木　悠真 すずき　はるま 小４ 笠松体操クラブ
304 水谷　優太 みずたに　ゆうた 小６ ならわ体操クラブ
305 早川　輝毅 はやかわ　てるき 小６ ならわ体操クラブ
306 山下　航生 やました　こうせい 小４ ならわ体操クラブ
307 水野　遥仁 みずの　はるひと 小４ キッズワールド中国体操クラブ
308 二階堂　律 にかいどう　りつ 小４ キッズワールド中国体操クラブ 愛知体操協会
309 肥田木　廉太 ひだき　れんた 小３ キッズワールド中国体操クラブ 2020.7.19
310 肥田木　快琉 ひだき　かいる 小４ キッズワールド中国体操クラブ
311 山田　巧音 やまだ　たくと 小５ サンスポーツクラブ竜城体操
312 村越　秋哉 むらこし　しゅうや 小４ サンスポーツクラブ竜城体操
313 竹内　柊人 たけうち　しゅうと 小３ レジックスポーツ
314 小滝　泰輝 おたき　たいき 小２ レジックスポーツ
315 戸松　颯真 とまつ　そうま 小４ レジックスポーツ
316 山田　蓮斗 やまだ　れんと 小４ レジックスポーツ
317 辻田　俊樹 つじた　としき 小３ レジックスポーツ
318 安原　成琉 やすはら　なる 小４ レジックスポーツ
319 三浦　隆太郎 みうら　りゅうたろう 小５ 中京ジムナスティッククラブ
320 三原　悠吾 みはら　ゆうご 小５ 中京ジムナスティッククラブ
321 大﨑　蒼馬 おおさき　そうま 小４ 中京ジムナスティッククラブ
322 花田　明人 はなだ　あきと 小６ 中京ジムナスティッククラブ
323 高木　志門 たかき　しもん 小５ チャレンジ体操クラブ
324 羽田　　晄 はだ　あきら 小６ チャレンジ体操クラブ
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区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属
1 野田　蒼葉 のだ　あおば 中１ 笠松体操クラブ 101 吉野　花月 よしの　かづき 小６ レジックスポーツ

2 大山　蒼來 おおやま　そら 中１ 笠松体操クラブ 102 岡﨑　心美 おかざき　ここみ 小６ レジックスポーツ

3 水野　朱華 みずの　しゅか 中２ 笠松体操クラブ 103 平井　絢菜 ひらい　あやな 小６ レジックスポーツ

4 須磨　結華 すま　ゆいか 中３ 中京ジムナスティッククラブ 104 比良　美月 ひら　みづき 小５ 中京ジムナスティッククラブ

5 梶田　百花 かじた　ももか 中３ 中京ジムナスティッククラブ 105 渡邉　怜美 わたなべ　れみ 小５ 中京ジムナスティッククラブ

6 片桐　結衣 かたぎり　ゆい 中２ 中京ジムナスティッククラブ 106 万波　優里奈 まんなみ　ゆりな 小６ キッズワールド中国体操クラブ

7 宮本　空奈 みやもと　そな 中１ 中京ジムナスティッククラブ 107 梅本　咲和 うめもと　さわ 小６ ならわ体操クラブ

8 新田　美琴 にった　みこと 中２ レジックスポーツ 108 新美　結月 にいみ　ゆづき 小６ ならわ体操クラブ

9 古賀　愛梨 こが　あいり 中２ レジックスポーツ 109 腰嶋　にこ こしじま　にこ 小５ ならわ体操クラブ

10 岩佐　　和 いわさ　のどか 中２ レジックスポーツ 110 辻　　小夜 つじ　さよ 小６ レジックスポーツ

11 中島　楓琳 なかしま　かりん 中３ レジックスポーツ 111 炭竃　みと すみかま　みと 小５ レジックスポーツ

12 加藤　　凛 かとう　りん 中３ レジックスポーツ

13 遠山　結香 とおやま　ゆいか 中３ サンスポーツクラブ竜城体操 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属

14 鈴木　真子 すずき　まこ 中２ サンスポーツクラブ竜城体操 201 浅井　爽笑 あさい　さわ 小５ 中京ジムナスティッククラブ

15 野村　珠優 のむら　みゆう 中２ サンスポーツクラブ竜城体操 202 秋山　愛結 あきやま　めい 小５ 中京ジムナスティッククラブ

16 大口　愛莉 おおぐち　あいり 中３ レジックスポーツ 203 湯浅　望天 ゆあさ　のあ 小６ ならわ体操クラブ

17 伊藤　麻衣 いとう　まい 中１ レジックスポーツ 204 古賀　月乃 こが　つきな 小６ ならわ体操クラブ

18 森　　菜月 もり　なつき 中１ レジックスポーツ 205 神尾　知花 かみお　ともか 小６ 東海ウイング体操クラブ

19 本田　　蒼 ほんだ　あおい 中１ レジックスポーツ 206 大澤　郁乃 おおさわ　ふみの 小６ 知多ドリーム体操クラブ

20 笹ノ間　光枇 ささのま　びび 中２ 中京ジムナスティッククラブ 207 鈴木　希愛心 すずき　きらり 小６ 知多ドリーム体操クラブ

21 池畑　結実葉 いけはた　ゆみは 中１ 中京ジムナスティッククラブ 208 現田　小春 げんだ　こはる 小６ 知多ドリーム体操クラブ

22 土橋　ピピ どばし　ぴぴ 中２ 中京ジムナスティッククラブ 209 佐藤　和咲 さとう　かずさ 小５ 知多ドリーム体操クラブ

23 野々山　巴葉 ののやま　ともは 中３ チャレンジ体操クラブ 210 岩村　怜奈 いわむら　れな 小６ チャレンジ体操クラブ

24 日置　侑那 ひおき　ゆな 中１ レジックスポーツ 211 西井　晴香 にしい　はるか 小４ レジックスポーツ

25 岩佐　陽向 いわさ　ひなた 中１ レジックスポーツ 212 向井　理莉 むかい　りり 小４ レジックスポーツ

26 内藤　千華 ないとう　ちか 中１ レジックスポーツ 213 水野　素晴 みずの　すばる 小４ レジックスポーツ

27 安藤　美紅 あんどう　みく 中１ レジックスポーツ 214 松田　栖奈 まつだ　せな 小５ レジックスポーツ

28 伊藤　優来 いとう　ゆら 中１ レジックスポーツ 215 田嶋　　桃 たじま　もも 小５ レジックスポーツ

29 山下　海音 やました　あまね 中３ ならわ体操クラブ 216 石川　乃愛 いしかわ　のあ 小６ レジックスポーツ

30 阿部　花音 あべ　かのん 中２ ならわ体操クラブ 217 藤井　恵茉 ふじい　えま 小６ レジックスポーツ

31 尾之内　香鈴 おのうち　かりん 中１ ならわ体操クラブ 218 丹羽　祐里奈 にわ　ゆりな 小５ レジックスポーツ

※１部４班はカッティング（選手、保護者） 愛知体操協会 219 大原　海鈴 おおはら　みすず 小５ レジックスポーツ

2020.7.16 220 富川　奈南 とみかわ　ななみ 小５ レジックスポーツ
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区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属
401 太田　麻由里 おおた　まゆり 小６ レジックスポーツ 301 松本　琉楠 まつもと　るな 小５ 東海ウイング体操クラブ
402 𠮷橋　編夢 よしはし　あみゆ 小６ レジックスポーツ 302 吉岡　友理 よしおか　ゆり 小６ 東海ウイング体操クラブ
403 渡邉　真羽 わたなべ　まう 小６ レジックスポーツ 303 山口　桜千穂 やまぐち　さちほ 小５ 東海ウイング体操クラブ
404 小川　七海 おがわ　ななみ 小６ レジックスポーツ 304 湯浅　良應 ゆあさ　みのり 小６ 中京ジムナスティッククラブ
405 白石　希実 しらいし　のぞみ 小５ レジックスポーツ 305 三浦　菜央子 みうら　なおこ 小３ 中京ジムナスティッククラブ
406 長浜　妃七 ながはま　るな 小６ 知多ドリーム体操クラブ 306 大野　莉子 おおの　りこ 小３ 中京ジムナスティッククラブ
407 前田　優月 まえだ　ゆづき 小５ 知多ドリーム体操クラブ 307 市古　天菜 いちこ　てんな 小６ NPO法人アニマル体操クラブ
408 長浜　凛幸 ながはま　りこ 小３ 知多ドリーム体操クラブ 308 金田　逸希 かなだ　いつき 小６ NPO法人アニマル体操クラブ
409 都築　南瑠乃 つづき　なるの 小３ 知多ドリーム体操クラブ 309 山本　陽まり やまもと　ひまり 小６ NPO法人アニマル体操クラブ
410 小川　凛 おがわ　りん 小６ 東海ウイング体操クラブ 310 早川　里緒 はやかわ　りお 小５ NPO法人アニマル体操クラブ
411 深谷　蓮月 ふかや　はづき 小４ 東海ウイング体操クラブ 311 兵藤　瑠香 ひょうどう　るうか 小４ NPO法人アニマル体操クラブ
412 早川　由麻 はやかわ　ゆま 小３ キッズワールド中国体操クラブ 312 市古　絆菜 いちこ　はんな 小４ NPO法人アニマル体操クラブ
413 万波　優茉 まんなみ　ゆま 小４ キッズワールド中国体操クラブ 313 出井　しずく いでい　しずく 小３ 笠松体操クラブ
414 大嶋　佑佳 おおしま　ゆうか 小６ キッズワールド中国体操クラブ 314 山本　和奏 やまもと　わかな 小４ 笠松体操クラブ
415 大屋　流希亜 おおや　るきあ 小６ 木曽川体操クラブ 315 岡田　優来 おかだ　ゆら 小５ 笠松体操クラブ
416 野村　桃夏 のむら　ももな 小５ 木曽川体操クラブ 316 山本　望来衣 やまもと　みらい 小５ 笠松体操クラブ
417 松ヶ根　美惟菜 まつがね　みいな 小５ 木曽川体操クラブ 317 名倉　実里 なぐら　みのり 小５ ならわ体操クラブ
418 髙木　沙良 たかぎ　さら 小４ 刈谷豊明体操クラブ 318 篠瀬　阿実 しのせ　あみ 小５ ならわ体操クラブ
419 岡野　紗羽 おかの　さわ 小３ 刈谷豊明体操クラブ 319 井上　菜々香 いのうえ　ななか 小５ 笠松体操クラブ
420 桜井　美嘉 さくらい　みか 小２ 刈谷豊明体操クラブ 320 山本　ひなた やまもと　ひなた 小５ 笠松体操クラブ
421 大﨑　心菜 おおさき　ここな 小４ ならわ体操クラブ 321 鈴木　莉心 すずき　りこ 小５ 笠松体操クラブ
422 高橋　凛 たかはし　りん 小３ ならわ体操クラブ 322 水野　加鈴 みずの　かりん 小５ キッズワールド中国体操クラブ
423 大山　未羽 おおやま　みう 小５ レジックスポーツ 323 内藤　愛華 ないとう　ありは 小６ 知多ドリーム体操クラブ
424 古川　紗愛 ふるかわ　しゃな 小４ レジックスポーツ 324 寺田　奈月 てらだ　なつ 小４ レジックスポーツ
425 本村　夏埜 ほんむら　かの 小４ レジックスポーツ 325 中島　叶夢 なかしま　かのん 小４ レジックスポーツ
426 遠藤　柚希 えんどう　ゆずき 小５ レジックスポーツ 326 大口　真央 おおぐち　まお 小４ レジックスポーツ
427 遠藤　香凛 えんどう　かりん 小４ レジックスポーツ 327 岩瀬　光莉 いわせ　ひかり 小２ レジックスポーツ
428 水谷　百花 みずたに　ももか 小３ レジックスポーツ 328 大野　そら おおの　そら 小２ レジックスポーツ
429 難波　花華 なんば　はなか 小５ 中京ジムナスティッククラブ
430 岡本　珠希 おかもと　たまき 小５ 中京ジムナスティッククラブ 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属
431 針生　ゆのん はりう　ゆのん 小５ 中京ジムナスティッククラブ 251 古賀　　 夕 こが ゆう 中２ 体操クラブジムナスツ
432 中森　咲綾 なかもり　さや 小４ 中京ジムナスティッククラブ 252 今川 　結衣 いまがわ ゆい 中１ 体操クラブジムナスツ
433 平沼　澪花 ひらぬま　みおか 小４ 中京ジムナスティッククラブ 253 笹田　 夕姫乃 ささだ ゆきの 中３ 体操クラブジムナスツ
434 秋江　凪々美 あきえ　ななみ 小２ 中京ジムナスティッククラブ 254 岸　　凜香 きし　りんか 中２ キッズワールド中国体操クラブ
435 森下　奈南 もりした　なな 小３ レジックスポーツ 255 澤井　亜莉 さわい　あり 中１ NPO法人アニマル体操クラブ
436 丹羽　みず沙 にわ　みずさ 小３ レジックスポーツ 256 岩瀬　奈桜 いわせ　なお 中１ 笠松体操クラブ
437 内藤　真子 ないとう　まこ 小２ レジックスポーツ 257 小泉　綸菜 こいずみ　りんな 中１ 笠松体操クラブ
438 田嶋　菜々 たじま　なな 小２ レジックスポーツ 258 中村　笑里 なかむら　えみり 中１ 笠松体操クラブ
439 桑原　華音 くわはら　かのん 小２ レジックスポーツ 259 加藤　未結 かとう　みゆ 中１ チャレンジ体操クラブ
440 前平　心彩 まえひら　こいろ 小１ レジックスポーツ 260 吉松　歩花 よしまつ　ほのか 中２ チャレンジ体操クラブ
441 須甲　陽夏乃 すこう　ひなの 小５ レジックスポーツ 261 都築　菜羽来 つづき　なうら 中１ 知多ドリーム体操クラブ
442 山田　百香 やまだ　もか 小５ レジックスポーツ 262 窪田　奈々花 くぼた　ななか 中１ レジックスポーツ
443 村上　奈奈美 むらかみ　ななみ 小４ レジックスポーツ 263 岩井　未来 いわい　みらい 中３ レジックスポーツ
444 青木　美来 あおき　みらい 小４ レジックスポーツ 264 浅尾　圭音 あさお　けいと 中２ レジックスポーツ
445 野田　桜花 のだ　おうか 小２ 笠松体操クラブ 265 斉藤　結々菜 さいとう　ゆゆな 中１ レジックスポーツ

266 堤　　梨湖 つつみ　りこ 中２ ならわ体操クラブ

愛知体操協会 267 水野　沙都 みずの　さと 中１ 東海ウイング体操クラブ

2020.7.16 268 林　　咲希 はやし　さき 中２ レジックスポーツ
269 丹羽　咲奈 にわ　さきな 中１ レジックスポーツ

※４部１班はセッティング（保護者） 270 舩橋　りめ ふなはし　りめ 中１ レジックスポーツ
※２部中学生４班はカッティング（選手、保護者） 271 伊藤　瑠衣 いとう　るい 中１ レジックスポーツ

272 倉持　志帆 くらもち　しほ 中１ レジックスポーツ

女　子　３　部
第５０回愛知県ジュニア体操競技選手権大会抽選結果       ９月２７日（日）　女子    1/2　　　　　

２

部

中

学

生

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

女　子　２　部　中学生

４

　

部

2

1

2

1

1

2

3

4

女　子　４　部

3

4

３

部
3


