
団体（徒手） 1種目（クラブ) 1種目（ボール）

順 № 氏　名 所　属　名 № 氏　名 所　属　名

1 ＮＳ　Ｒ・Ｇ 1 本山　琴葉 ハーツRG 1 梶田　桜羅 ハーツRG
2 ハーツ新体操クラブ 2 後藤　麗 HEARTS 2 早川　菜々美 ジャスミン新体操クラブ

3 NPO法人ﾄｩｲﾝｸﾙｸﾗﾌﾞＳ 3 三﨑　華瑶 みなみ新体操クラブ愛知 3 小林　莉々華 豊橋新体操クラブ

4 HEARTS 4 牧田　梨那 ハーツ新体操クラブ 4 青木　寧音 みなみ新体操クラブ愛知

5 エンジェルR.G.クラブびび 5 前田　知里 豊橋新体操クラブ 5 植江田　仁那 ハーモニー新体操クラブ

6 ＮＳ　ＲＧピュア 6 秋元 彩良 岸川スポーツスタジオ 6 遠藤 麻央 岸川スポーツスタジオ

7 ＮＳクラブ 7 柴田 花帆 岸川スポーツスタジオ 7 奥村　礼奈 名女大ＪｒケイファＲＧ

8 ハーツRG 8 正木 史奈 ＮＳ　Ｒ・Ｇ 8 美川　愛乃 サンシャインRG

9 サンシャインRG 9 大竹　未夏 ハーツRG 9 多和田　光優 ハーモニー新体操クラブ

10 セイシンＲＧ 10 江口　弥沙 成田RG 10 青栁　未来 ハーモニー新体操クラブ

11 サンシャイン・ワカバRG 11 小林 光莉 ＮＳクラブ 11 鈴木 もも ＮＳ　ＲＧピュア

12 リリコ新体操クラブ 12 安藤　嘉乃 成田RG 12 後藤　茉優 ハーモニー新体操クラブ

13 13 藤川　巴菜 サンシャイン・ワカバRG 13 山本 智花 岸川スポーツスタジオ

14 浅井 彩花 エンジェルR.G.クラブびび 14 深田　晴 JASMINE
15 尾本　心月 みなみ新体操クラブ 15 井上　釉愛 サンシャイン・ワカバRG

16 山本　琴音 ハーツ新体操クラブ 16 鈴木 愛菜 エンジェルR.G.クラブきら

17 平林　結花 SUNSHINE 17 恩田 美優 セイシンＲＧ
18 佐藤　花梨 サンシャイン・ワカバRG 18 曽田　柚衣 ジャスミン新体操クラブ

19 竹嶋　美咲 名女大ＪｒケイファＲＧ 19 貴船　由菜 サンシャイン・ワカバRG

20 鈴木 羽子 エンジェルR.G.クラブびび 20 矢野 桃花 岸川スポーツスタジオ

21 丸山　花 ハーツ新体操クラブ 21 山本 彩花 岸川スポーツスタジオ

22 小山内　杏 ハーツRG 22 畑 祐生乃 セイシンＲＧ
23 髙橋　里緒 SUNSHINE 23 佐々木 陽向 エンジェルR.G.クラブきら

24 河合　優 エンジェルR.G.クラブきら 24 松浦　由依 SUNSHINE
25 久田 那摘 リリコ新体操クラブ 25 村井　楓 SUNSHINE
26 齋藤　結子 サンシャイン・ワカバRG 26 宇佐見　理子 SUNSHINE
27 和泉 一葉 ＮＳ　ＲＧピュア 27 三木　鈴葉 ハーツRG
28 杉田　実来 ジャスミン新体操クラブ 28 赤松 姫菜乃 セイシン新体操クラブ

29 新原　未悠 JASMINE 29 青山　亜佐美 成田RG
30 庵谷内　柚月 SUNSHINE 30 竹田　愛花 成田RG
31 山本 夏未 エンジェルR.G.クラブきら 31 伊藤 みのり セイシン新体操クラブ

32 高木　彩夏 SUNSHINE 32 澤崎　千夏 ハーツ新体操クラブ

33 北山 萌々花 岸川スポーツスタジオ 33 渡邊　莉彩 ハーツ新体操クラブ

34 山田　桜子 SUNSHINE 34 石川　あかり ハーツRG
35 鈴木　穂果 ハーツRG 35 畠　妃那 みなみ新体操クラブ

36 野澤 夢叶 エンジェルR.G.クラブきら 36 酒井 亜希良 ＮＳクラブ
37 前田　彩心 名女大ＪｒケイファＲＧ 37 岩佐　樹花 ハーツRG

38 柴田 七望 セイシン新体操クラブ

39 服部 眞奈 セイシン新体操クラブ

40 山下　実来 サンシャイン・ワカバRG

41 杉山　怜 サンシャイン・ワカバRG

42 安藤　実乃里 成田RG
43 石川　茉依 SUNSHINE
44 長谷川　友津 HEARTS
45 山下　新菜 ハーモニー新体操クラブ

46 松宮 さゆり エンジェルR.G.クラブきら

47 塚本　亜子 名女大ＪｒケイファＲＧ

48 近藤 日菜子 リリコ新体操クラブ

49 池上　和那 ハーツ新体操クラブ

第47回  愛知県ジュニア新体操選手権大会　組み合わせ結果

所　属　名

みなみ新体操クラブ愛知


