
少年女子団体競技 少年女子個人競技〈フープ・ボール〉 〈フープ〉
試技順 学 校 名 班 № 氏   名 所　属 班 № 氏   名 所　属

1 椙山女学園高校 1 森 優月 名古屋商業高校 53 石川　あかり 椙山女学園高校

2 五条高校 2 伊藤 里紗 一宮商業高校 54 戸田 樹里 刈谷北高等学校

3 一宮商業高校 3 長谷川 瑞歩 刈谷北高等学校 55 常盤井 悠 豊田西高校

4 江南高校 4 伊藤 悠椎奈 刈谷北高等学校 56 嶋田　有紗 椙山女学園高校

5 MEIJO R・G 5 小林 光莉 名古屋女子大学高校 57 東舘 彩羽 刈谷北高等学校

6 名古屋商業高校 6 徳山 涼帆 一宮西高校 58 津田 姫亜良 岡崎商業高校

7 名古屋女子大学高校 7 山田 芽加 名古屋商業高校 59 髙田 紗希 名東高校

8 菊里高校 8 石垣 日香 一宮商業高校 60 佐橋 歩美 名女大JrケイファRG

9 阿久比高校 9 小坂 瑞歩 ハーツ新体操クラブ 61 八田　麻由 菊里高校

10 富山 うらら 名古屋商業高校 62 石川 心 刈谷北高等学校

11 本山 琴葉 名古屋女子大学高校 63 本多 希彩里 ハーツ新体操クラブ

12 酒井 亜希良 名古屋女子大学高校 64 川村 綺羅々 五条高校

13 武田 美鈴 一宮商業高校 65 髙木　天 椙山女学園高校

14 髙橋 絢香 ハーツ新体操クラブ 66 姫野 日美可 名古屋女子大学高校

15 本多 彩乃 名古屋商業高校 67 中山 雅愛 名東高校

16 山本 美憂 名女大JrケイファRG 68 松橋 彩 豊田西高校

17 貴船 由菜 MEIJO R・G 69 鈴木 日菜 阿久比高校

18 高津 李彩 HEARTS 70 佐藤 優奈 岡崎商業高校

19 福井 彩乃 金城学院高校 71 桑山 梨央 名女大JrケイファRG

20 野口 悠那 名古屋女子大学高校 72 稲石 ひより 岡崎商業高校

21 渡邉 絵怜菜 MEIJO R・G 73 朝永 梨子 ハーツ新体操クラブ

22 久保田 花菜 一宮商業高校 74 大竹 美咲 岡崎商業高校

23 岩本　栞奈 菊里高校 〈ボール〉
24 田原迫 緑香 HEARTS 75 松井 香凛 岡崎商業高校

25 田川 萌衣 MEIJO R・G 76 岩井 陽香 小牧南高校

26 武田 里奈 一宮商業高校 77 南川 あかね 阿久比高校

27 芦澤　珠里 菊里高校 78 平田　愛々実 椙山女学園高校

28 飯田 愛子 エンジェルR.G.クラブびび 79 原田 奈那 ハーツ新体操クラブ

29 鵜飼　英実 菊里高校 80 後藤 倫 一宮西高校

30 猪股　美佳 菊里高校 81 堀川 瑠里 岡崎商業高校

31 石川 茉依 MEIJO R・G 82 内藤 穂香 一宮西高校

32 小椋 美咲 岡崎商業高校 83 井上 晴香 刈谷北高等学校

33 伊藤 遙花 五条高校 84 中村 心乃 名女大JrケイファRG

34 野村 美結 一宮西高校 85 三好 晴日 ハーツ新体操クラブ

35 加藤 里菜 一宮西高校 86 近藤 麗央 名東高校

36 鶴田 芽生 名女大Jr新体操クラブ 87 安藤 桃子 五条高校

37 作田　詩帆 光ケ丘女子高校 88 古田 彩乃 豊田西高校

38 平澤 薫子 ステップ愛知 89 平松 桜子 エンジェルR.G.クラブびび

39 田中 ひかり 豊田西高校 90 鈴木 辿佳 岡崎商業高校

40 西田 芽生 豊田西高校 91 林 綾乃 刈谷北高等学校

41 伊神　日和 椙山女学園高校 92 岡本 望愛 一宮西高校

42 神谷 優月 名東高校 93 井ノ下 留葵 豊田西高校

43 佐藤 光 HEARTS 94 奥村 礼奈 名古屋女子大学高校

44 松本　怜菜 椙山女学園高校 95 増田 巡 江南高校

45 渡邉 花梨 豊田西高校 96 早川 心望 刈谷北高等学校

46 松坂 京子 金城学院高校 97 山賀 萌音 名東高校

47 鈴木 遥乃花 HEARTS 98 進　希羽 菊里高校

48 松宮 さゆり エンジェルR.G.クラブびび 99 正木 史奈 MEIJO R・G

49 杉田 実来 ジャスミン新体操クラブ 100 三浦　萌花 椙山女学園高校

50 土井 匂菜 ジャスミン新体操クラブ 101 渡邊 翔子 名東高校

51 浅野 杏梨 五条高校 102 美川　愛乃 椙山女学園高校

52 ナット 珊沙 HEARTS 103 神田 わか葉 小牧南高校

104 小澤 京花 阿久比高校

105 坂井 歩美 五条高校

106 堀内 香 名古屋商業高校

107 坂部 梨緒 岡崎商業高校

令和４年度　愛知県新体操選手権大会 組み合わせ結果
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成年女子団体競技 成年女子個人競技　〈フープ･ボール〉 〈フープ〉

〈フープ５〉

試技順 学 校 名 № 氏   名 所　属 № 氏   名 所　属

1 修文大学 1 守永　蒔乃美 修文大学 11 新開　唯葉 修文大学

2 宮城　佑依 修文大学

3 渥美　結愛 修文大学 〈ボール〉

〈リボン３・ボール２〉
4 戸谷　百華 修文大学

試技順 学 校 名 5 村瀬　紗愛香 中京大学 № 氏   名 所　属

1 修文大学 6 木村　明 中京大学 12 山本　小花 修文大学

7 高縁　真菜 中京大学

8 齋藤　萌久 中京大学

9 徳増　麻琴 中京大学

10 中野 実咲 愛知教育大学


