
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 古賀　愛梨 こが　あいり 中３ レジックスポーツ 101 高橋　凛 たかはし　りん 小４ ならわ体操クラブ

2 岩佐　和 いわさ　のどか 中３ レジックスポーツ 102 腰嶋　にこ こしじま　にこ 小６ ならわ体操クラブ

3 伊藤　優来 いとう　ゆら 中２ レジックスポーツ 103 名倉　実里 なぐら　みのり 小６ ならわ体操クラブ

4 内藤　千華 ないとう　ちか 中２ レジックスポーツ 104 炭竈　みと すみかま　みと 小６ レジックスポーツ

5 新田　美琴 にった　みこと 中３ レジックスポーツ 105 丹羽　祐里奈 にわ　ゆりな 小６ レジックスポーツ

6 安藤　美紅 あんどう　みく 中２ レジックスポーツ 106 水野　素晴 みずの　すばる 小５ レジックスポーツ

7 伊藤　麻衣 いとう　　まい 中３ レジックスポーツ 107 西井　晴香 にしい　はるか 小５ レジックスポーツ

8 森　菜月 もり　なつき 中２ レジックスポーツ 108 渡邉　怜美 わたなべ　れみ 小６ 中京ジムナスティッククラブ

9 小泉　綸菜 こいずみ　りんな 中２ 笠松体操クラブ 109 浅井　爽笑 あさい　さわ 小６ 中京ジムナスティッククラブ

10 野田　蒼葉 のだ　あおば 中２ 笠松体操クラブ 110 山本　ひなた やまもと　ひなた 小６ 笠松体操クラブ

11 中村　笑里 なかむら　えみり 中２ 笠松体操クラブ 111 比良　美月 ひら　みづき 小６ 笠松体操クラブ

12 大山　蒼來 おおやま　そら 中２ 笠松体操クラブ 112 大原　海鈴 おおはら　みすず 小６ レジックスポーツ

13 水野　朱華 みずの　しゅか 中３ 笠松体操クラブ 113 富川　奈南 とみかわ　ななみ 小６ レジックスポーツ

14 本田　蒼 ほんだ　あおい 中２ レジックスポーツ 114 田嶋　桃 たじま　もも 小６ レジックスポーツ

15 岩佐　陽向 いわさ　ひなた 中２ レジックスポーツ

16 岡﨑　心美 おかざき　ここみ 中１ レジックスポーツ 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属

17 平井　絢菜 ひらい　あやな 中１ レジックスポーツ 201 井上　菜々香 いのうえ　ななか 小６ 笠松体操クラブ

18 辻　小夜 つじ　さよ 中１ レジックスポーツ 202 山本　望来衣 やまもと　みらい 小６ 笠松体操クラブ

19 舩橋　りめ ふなはし　りめ 中２ レジックスポーツ 203 岡田　優来 おかだ　ゆら 小６ 笠松体操クラブ

20 石川　乃愛 いしかわ　のあ 中１ レジックスポーツ 204 山本　和奏 やまもと　わかな 小５ 笠松体操クラブ

21 吉松　歩花 よしまつ　ほのか 中３ チャレンジ体操クラブ 205 出井　しずく いでい　しずく 小４ 笠松体操クラブ

22 片桐　結衣 かたぎり　ゆい 中３ 中京ジムナスティッククラブ 206 秋山　愛結 あきやま　めい 小６ 中京ジムナスティッククラブ

23 土橋　ピピ どばし　ぴぴ 中３ 中京ジムナスティッククラブ 207 難波　花華 なんば　はなか 小６ 中京ジムナスティッククラブ

24 宮本　空奈 みやもと　そな 中２ 中京ジムナスティッククラブ 208 大野　莉子 おおの　りこ 小４ 中京ジムナスティッククラブ

25 池畑　結実葉 いけはた　ゆみは 中２ 中京ジムナスティッククラブ 209 三浦　菜央子 みうら　なおこ 小４ 中京ジムナスティッククラブ

26 尾之内　香鈴 おのうちかりん 中２ ならわ体操クラブ 210 平沼　澪花 ひらぬま　みおか 小５ 中京ジムナスティッククラブ

27 新美　結月 にいみゆづき 中１ ならわ体操クラブ 211 早川　里緒 はやかわ　りお 小６ NPO法人アニマル体操クラブ

28 梅本　咲和 うめもと さわ 中１ ならわ体操クラブ 212 兵藤　瑠香 ひょうどう　るうか 小５ NPO法人アニマル体操クラブ

29 阿部　花音 あべ　かのん 中３ ならわ体操クラブ 213 市古　絆菜 いちこ　はんな 小５ NPO法人アニマル体操クラブ

30 鈴木　真子 すずき　まこ 中３ サンスポーツクラブ竜城体操 214 松本　琉楠 まつもと　るな 小６ 東海ウイング体操クラブ

31 野村　珠優 のむら　みゆう 中３ サンスポーツクラブ竜城体操 215 山口　桜千穂 やまぐち　さちほ 小６ 東海ウイング体操クラブ

32 市古　天菜 いちこ　てんな 中１ NPO法人アニマル体操クラブ 216 寺田　奈月 てらだ　なつ 小５ レジックスポーツ

33 金田　逸希 かなだ　いつき 中１ NPO法人アニマル体操クラブ 217 中島　叶夢 なかしま　かのん 小５ レジックスポーツ

※２部小学生１班はセッティング（選手、コーチ、保護者） 愛知体操協会 218 古川　紗愛 ふるかわ　しゃな 小５ レジックスポーツ

2021.4.15 219 篠瀬　阿実 しのせ　あみ 小６ ならわ体操クラブ

第５１回愛知県ジュニア体操競技選手権大会抽選結果   ５月４日（火祝）    　女子    1/2    
女　子　１　部　Ⅰ 女　子　１　部　Ⅱ

女　子　２　部　小学生

3

4

１

部

・

Ⅱ

2

１

部

・

Ⅰ

3

1

2

3

4

4

1

2

1

2

3

4

２

部

小

学

生

1

1

2

3

4



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 秋江　凪々美 あきえ　ななみ 小３ 中京ジムナスティッククラブ 301 田嶋　菜々 たじま　なな 小３ レジックスポーツ
402 三田　真央 さんだ　まお 小５ 中京ジムナスティッククラブ 302 水谷　百花 みずたに　ももか 小４ レジックスポーツ
403 近藤　粹 こんどう　すい 小５ 中京ジムナスティッククラブ 303 森下　奈南 もりした　なな 小４ レジックスポーツ
404 小濵　希音 こはま　きなり 小４ 中京ジムナスティッククラブ 304 丹羽　みず沙 にわ　みずさ 小４ レジックスポーツ
405 中島　柑菜 なかじま　かんな 小４ 中京ジムナスティッククラブ 305 髙木　 沙良 たかぎ　さら 小５ 刈谷豊明体操クラブ
406 鈴木　睦子 すずき　ちかこ 小５ 中京ジムナスティッククラブ 306 岡野　 紗羽 おかの　さわ 小４ 刈谷豊明体操クラブ
407 若尾　七海 わかお　ななみ 小２ レジックスポーツ 307 渡邉　花音 わたなべ　かのん 小６ リーフ体操クラブ
408 安江　華菜 やすえ　はな 小２ レジックスポーツ 308 水野　加鈴 みずの　かりん 小６ キッズワールド中国体操クラブ
409 岩井　あず奈 いわい　あずな 小４ レジックスポーツ 309 岩瀬　光莉 いわせ　ひかり 小３ レジックスポーツ
410 掘　陽向 ほり　ひなた 小３ レジックスポーツ 310 本村　夏埜 ほんむら　かの 小５ レジックスポーツ
411 桝田　瑠璃 ますだ　るり 小３ レジックスポーツ 311 遠藤　香凛 えんどう　かりん 小５ レジックスポーツ
412 榊原　園可 さかきばら　そのか 小２ ならわ体操クラブ 312 大野　そら おおの　そら 小３ レジックスポーツ
413 佐藤　有桜 さとう　ありさ 小４ ならわ体操クラブ 313 内藤　真子 ないとう　まこ 小３ レジックスポーツ
414 鈴木　彩矢 すずき　さや 小６ ならわ体操クラブ 314 岡本　珠希 おかもと　たまき 小６ 中京ジムナスティッククラブ
415 鎌田　好桃音 かまだ　ことね 小５ 笠松体操クラブ 315 針生　ゆのん はりう　ゆのん 小６ 中京ジムナスティッククラブ
416 カン　サラ かん　さら 小４ 笠松体操クラブ 316 中森　咲綾 なかもり　さや 小５ 中京ジムナスティッククラブ
417 野田　桜花 のだ　おうか 小３ 笠松体操クラブ 317 大﨑　心菜 おおさき　ここな 小５ ならわ体操クラブ
418 久野　真友香 くの　まゆか 小５ 知多ドリーム体操クラブ
419 浅田　結南 あさだ　ゆうな 小５ 知多ドリーム体操クラブ 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属
420 小鮒　きずな こぶな　きずな 小５ 知多ドリーム体操クラブ 251 堤　梨湖 つつみ　りこ 中３ ならわ体操クラブ
421 都築　南瑠乃 つづき　なるの 小４ 知多ドリーム体操クラブ 252 古賀　月乃 こが　つきな 中１ ならわ体操クラブ
422 竹内　絃予 たけうちいとよ 小３ 知多ドリーム体操クラブ 253 湯浅　望天 ゆあさ　のあ 中１ ならわ体操クラブ
423 𠮷原　希々花 よしはら　ののか 小５ リーフ体操クラブ 254 水野　沙都 みずの　さと 中２ 東海ウイング体操クラブ
424 武川　葵 ぶかわ　あおい 小５ リーフ体操クラブ 255 神尾　知花 かみお　ともか 中１ 東海ウイング体操クラブ
425 袴田　妃華 はかまた　ひめか 小４ リーフ体操クラブ 256 𠮷岡　友理 よしおか　ゆり 中１ 東海ウイング体操クラブ
426 松村　桃奈 まつむら　ももな 小４ リーフ体操クラブ 257 藤井　恵茉 ふじい　えま 中１ レジックスポーツ
427 井藤　千優 いとう　ちひろ 小４ リーフ体操クラブ 258 井上　姫花 いのうえ　ひめか 中３ レジックスポーツ
428 加藤　優芽 かとう　ゆめ 小３ 知多ドリーム体操クラブ 259 太田　麻由里 おおた　まゆり 中１ レジックスポーツ
429 中川　律 なかがわ　りつ 小３ 知多ドリーム体操クラブ 260 渡辺　真羽 わたなべ　まう 中１ レジックスポーツ
430 五味　ひなた ごみ　ひなた 小３ 知多ドリーム体操クラブ 261 湯浅　良應 ゆあさ　みのり 中１ 中京ジムナスティッククラブ
431 長浜　早良 ながはま　さら 小２ 知多ドリーム体操クラブ 262 万波　優里奈 まんなみ　ゆりな　 中１ キッズワールド中国体操クラブ
432 長浜　凛幸 ながはま　りこ 小４ 知多ドリーム体操クラブ 263 岩城　侑華 いわき　ゆうか 中３ 知多ドリーム体操クラブ
433 吉鶴　梨乙 よしづる　りお 小３ レジックスポーツ 264 川端　理世 かわばた　りせ 中３ 知多ドリーム体操クラブ
434 白石　希実 しらいし　のぞみ 小６ レジックスポーツ 265 稲垣　咲杏 いながき　さき 中３ 知多ドリーム体操クラブ
435 須甲　陽夏乃 すこう　ひなの 小６ レジックスポーツ 266 都築　菜羽来 つづき　なうら 中２ 知多ドリーム体操クラブ
436 後藤　未乃梨 ごとう　みのり 小６ レジックスポーツ 267 今川　結衣 いまがわ　ゆい 中２ 体操クラブジムナスツ
437 渡邊　桃想 わたなべ　ももな 小６ レジックスポーツ 268 大屋　流希亜 おおや　るきあ 中１ 木曽川体操クラブ
438 野村　桃夏 のむら　ももな 小６ 木曽川体操クラブ 269 林　咲希 はやし　さき 中３ レジックスポーツ
439 松ヶ根　美惟菜 まつがね　みいな 小６ 木曽川体操クラブ 270 伊藤　瑠衣 いとう　るい 中２ レジックスポーツ
440 杉本　莉瑚 すぎもと　りこ 小６ 木曽川体操クラブ 271 倉持　志帆 くらもち　しほ 中２ レジックスポーツ
441 足立　美基 あだち　みき 小４ 木曽川体操クラブ 272 浅尾　圭音 あさお　けいと 中３ レジックスポーツ
442 深谷　蓮月 ふかや　はづき 小５ 東海ウイング体操クラブ 273 宮本　渉未 みやもと　あみ 中３ 笠松体操クラブ
443 大掛　莉奈 おおがけ　りな 小６ レジックスポーツ 274 岩村　怜奈 いわむら　れな 中１ チャレンジ体操クラブ
444 大掛　柚奈 おおがけ　ゆな 小６ レジックスポーツ 275 大澤　郁乃 おおさわ　ふみの 中１ 知多ドリーム体操クラブ
445 青木　美来 あおき　みらい 小５ レジックスポーツ 276 鈴木　希愛心 すずき　きらり 中１ 知多ドリーム体操クラブ
446 村上　奈奈美 むらかみ　ななみ 小５ レジックスポーツ 277 現田　小春 げんだ　こはる 中１ 知多ドリーム体操クラブ
447 河村　瑠衣 かわむら　るい 小５ レジックスポーツ 278 酒井　玲華 さかい　れいか 中３ リーフ体操クラブ
448 蛭田　華蓮 ひるた　かれん 小５ レジックスポーツ 279 古賀　夕 こが　ゆう 中３ リーフ体操クラブ
449 木綱　里桜 きづな　りお 小５ レジックスポーツ 280 高井　楓 たかい　かえで 中２ リーフ体操クラブ
450 浦野　日翠 うらの　はるあ 小４ レジックスポーツ
451 前平　心彩 まえひら　こいろ 小２ レジックスポーツ 愛知体操協会
452 万波　優茉 まんなみ　ゆま 小５ キッズワールド中国体操クラブ 2021.4.15
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