
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 鈴木 希愛心 すずき きらり 中２ 知多ドリーム体操クラブ 101 高橋 凛 たかはし りん 小５ ならわ体操クラブ
2 長浜 妃七 ながはま るな 中２ 知多ドリーム体操クラブ 102 大﨑 心菜 おおさき ここな 小６ ならわ体操クラブ
3 佐藤 和咲 さとう かずさ 中１ 知多ドリーム体操クラブ 103 兵藤 瑠香 ひょうどう るうか 小６ NPO法人アニマル体操クラブ
4 岩村 怜奈 いわむら れな 中２ チャレンジ体操クラブ 104 水野 素晴 みずの すばる 小６ レジックスポーツ
5 丹羽 祐里奈 にわ ゆりな 中１ レジックスポーツ 105 寺田 奈月 てらだ なつ 小６ レジックスポーツ
6 本田 蒼 ほんだ あおい 中３ レジックスポーツ 106 中島 叶夢 なかしま かのん 小６ レジックスポーツ
7 石川 乃愛 いしかわ のあ 中２ レジックスポーツ 107 岩瀬 光莉 いわせ ひかり 小４ レジックスポーツ
8 藤井 恵茉 ふじい えま 中２ レジックスポーツ 108 大野 莉子 おおの りこ 小５ 中京ジムナスティッククラブ
9 宮本 空奈 みやもと そな 中３ 中京ジムナスティッククラブ 109 三浦 菜央子 みうら なおこ 小５ 中京ジムナスティッククラブ
10 池畑 結実葉 いけはた ゆみは 中３ 中京ジムナスティッククラブ 110 中森 咲綾 なかもり さや 小６ 中京ジムナスティッククラブ
11 渡邉 怜美 わたなべ れみ 中１ 中京ジムナスティッククラブ 111 平沼 澪花 ひらぬま みおか 小６ 中京ジムナスティッククラブ
12 浅井 爽笑 あさい さわ 中１ 中京ジムナスティッククラブ 112 向井 理莉 むかい りり 小６ レジックスポーツ
13 新美 結月 にいみ ゆづき 中２ ならわ体操クラブ 113 本村 夏埜 ほんむら かの 小６ レジックスポーツ
14 腰嶋 にこ こしじま にこ 中１ ならわ体操クラブ 114 岡野 紗羽 おかの さわ 小５ 刈谷豊明体操クラブ
15 水野　沙都 みずの　さと 中３ 東海ウイング体操クラブ
16 金田 逸希 かなだ いつき 中２ NPO法人アニマル体操クラブ 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属

17 炭竈 みと すみかま　みと 中１ レジックスポーツ 201 出井 しずく いでい しずく 小５ 笠松体操クラブ
18 富川 奈南 とみかわ　ななみ 中１ レジックスポーツ 202 山本 和奏 やまもと わかな 小６ 笠松体操クラブ
19 大原 海鈴 おおはら みすず 中１ レジックスポーツ 203 市古 絆菜 いちこ はんな 小６ リーフ体操クラブ
20 森 菜月 もり なつき 中３ レジックスポーツ 204 都築 南瑠乃 つづき なるの 小５ 知多ドリーム体操クラブ
21 辻　小夜 つじ さよ 中２ レジックスポーツ 205 古川 紗愛 ふるかわ しゃな 小６ レジックスポーツ
22 安藤 美紅 あんどう みく 中３ レジックスポーツ 206 大野 そら おおの そら 小４ レジックスポーツ
23 伊藤 優来 いとう ゆら 中３ レジックスポーツ 207 森下 奈南 もりした なな 小５ レジックスポーツ
24 内藤 千華 ないとう ちか 中３ レジックスポーツ 208 水谷 百花 みずたに ももか 小５ レジックスポーツ
25 平井 絢菜 ひらい　あやな 中２ レジックスポーツ 209 浦野 日翠 うらの はるあ 小５ レジックスポーツ
26 岡﨑 心美 おかざき　ここみ 中２ レジックスポーツ 210 岩井 あず奈 いわい あずな 小５ レジックスポーツ
27 比良 美月 ひら みづき 中１ 笠松体操クラブ 211 秋江 凪々美 あきえ ななみ 小４ 中京ジムナスティッククラブ
28 大山 蒼來 おおやま そら 中３ 笠松体操クラブ 212 近藤 粹 こんどう すい 小６ 中京ジムナスティッククラブ
29 小泉 綸菜 こいずみ りんな 中３ 笠松体操クラブ 213 丹羽 みず沙 にわ みずさ 小５ レジックスポーツ
30 野田 蒼葉 のだ あおば 中３ 笠松体操クラブ 214 田嶋 菜々 たじま なな 小４ レジックスポーツ
31 中村 笑里 なかむら えみり 中３ 笠松体操クラブ 215 内藤 真子 ないとう まこ 小４ レジックスポーツ
32 梅本 咲和 うめもと さわ 中２ ならわ体操クラブ
33 古賀 月乃 こが つきな 中２ ならわ体操クラブ 愛知体操協会
34 名倉 実里 なぐら みのり 中１ ならわ体操クラブ
35 篠瀬 阿実 しのせ あみ 中１ ならわ体操クラブ
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