
〈少年1部団体〉 〈少年2部個人競技〉
試技順 学 校 名 班 № 氏   名 所　属 班 № 氏   名 所　属

1 金城学院高校 1 盛　祐実 半田高校 51 久保田　碧乃 愛知啓成高校

2 岡崎商業高校 2 梅田　茜里 刈谷高校 52 井村　陽菜子 名古屋女子大学高校

3 愛知啓成高校 3 山中　結衣 阿久比高校 53 今井　優月 椙山女学園高校

4 椙山女学園高校 4 大津　茉莉奈 長久手高校 54 和田　美優 一宮商業高校

5 名古屋女子大学高校 5 二宮　彩花理 菊里高校 55 犬塚　美結 名古屋商業高校

6 菊里高校 6 伊藤　優花 菊里高校 56 竹内　梨紗 半田高校

7 佐治　里帆 名経大市邨高校 57 村上　舞 HEARTS

8 森　美咲 NS　RG・ピュア 58 岡室　真実 五条高校

〈少年２部団体〉 9 河村　輝 小牧南高校 59 神野　愛生 刈谷高校

試技順 学 校 名 10 藤江　舞衣 阿久比高校 60 村瀬　寧音 名古屋商業高校

1 五条高校 11 吉田　真由 一宮商業高校 61 小林　瑞季 名東高校

2 岡崎商業高校 12 中川　咲輝 小牧南高校 62 永田　萌 五条高校

3 金城学院高校 13 牧　ちさと 知立東高校 63 小村　光 名東高校

4 豊田西高校 14 奥本　ゆかり 知立東高校 64 川澄　七緖 刈谷高校

5 小牧南高校 15 木村　文香 五条高校 65 長谷川　久美 成田ＲＧ

6 一宮西高校 16 田原　優希 小牧南高校 66 都築　愛奈 名古屋商業高校

7 名古屋女子大学高校 17 小島　すずな 阿久比高校 67 和久田　萌 長久手高校

8 名古屋商業高校 18 金森　遥香 岡崎商業高校 68 日比野　芽生 名古屋女子大学高校

9 菊里高校 19 大場　きなり 長久手高校 69 近藤　柚加 椙山女学園高校

10 椙山女学園高校 20 保田　七海 HEARTS 70 小川　真里奈 阿久比高校

11 長久手高校 21 濱田　ほづみ 知立東高校 71 濵村　美結 豊田南高校

12 岡崎高校 22 眞田　佳歩 金城学院高校 72 相宮　令奈 豊田西高校

13 刈谷高校 23 植松　佑惟 半田高校 73 竹内　真夕 長久手高校

14 名東高校 24 佐地　優梨菜 名古屋女子大学高校 74 渡辺　聖加 名東高校

15 江南高校 25 池田　真琴 阿久比高校 75 宇佐見　百香 ｼｯｸｽｱｲｽﾞ新体操ｸﾗﾌﾞ

16 阿久比高校 26 髙田　 奈佑 岡崎商業高校 76 伊藤　千紗 刈谷高校

17 知立東高校 27 橋口　涼菜 ｼｯｸｽｱｲｽﾞＲＧ 77 高野　真代 愛知啓成高校

28 水野　未由妃 小牧南高校 78 山本　樹香 HEARTS

29 大高　永吏沙 椙山女学園高校 79 白水　彩 豊田西高校

30 平野　瑞季 知立東高校 80 中小原　綾夏 名古屋商業高校

31 福田　梨紗 一宮商業高校 81 藤原　実央 HEARTS

32 宮﨑　菫 豊田西高校 82 竹中　美羽 名古屋女子大学高校

33 神田　藍花 豊田西高校 83 菅原　沙耶 ﾊｰﾓﾆｰ新体操ｸﾗﾌﾞ

34 小田　 彩加 岡崎商業高校 84 澤野　菜乃羽 名古屋女子大学高校

35 藤田　百瑛 豊田西高校 85 カッター　麗奈 菊里高校

36 田村　佳穂 豊田西高校 86 石黒 希実 岡崎商業高校

37 松原　るり 長久手高校 87 梶田　七海 ｼｯｸｽｱｲｽﾞ新体操ｸﾗﾌﾞ

38 大村　來愛 名古屋商業高校 88 大平　花音 名東高校

39 渡部　彩乃 長久手高校 89 森口　侑奈 椙山女学園高校

40 山田　汐夏 愛知啓成高校 90 前田　絢佳 刈谷高校

41 山田　芽生 HEARTS 91 安井　杏香 小牧南高校

42 宮島　あゆな 小牧南高校 92 田中　海琴 豊田南高校

43 石井　佑奈 菊里高校 93 山田　 万由佳 岡崎商業高校

44 中場　有香 知立東高校 94 多治見　ひかる 菊里高校

45 塚本　舞香 椙山女学園高校 95 雪下　琉奈 ﾊｰﾓﾆｰ新体操ｸﾗﾌﾞ

46 吉田　梨央 菊里高校 96 中根　詩葉 刈谷高校

47 松岡　真唯 一宮商業高校 97 伊藤　萌 名古屋商業高校

48 皆川　楓果 阿久比高校 98 村田　遥香　　 金城学院高校

49 竹内　香南子 半田高校 99 近藤　冴香 愛知啓成高校

50 山本　瑠衣 椙山女学園高校 100 山田　眞有佳 名東高校

101 内藤　日南子 金城学院高校

102 阿知和　里奈 名古屋女子大学高校

H29 県選手権　組み合わせ結果
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