
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 石川　乃愛 いしかわ　のあ 小４ レジックスポーツ 251 伊藤　麻衣 いとう　まい 小６ レジックスポーツ
402 富川　奈南 とみかわ　ななみ 小３ レジックスポーツ 252 柴田　羽菜 しばた　はな 小６ レジックスポーツ
403 松田　栖奈 まつだ　せな 小３ レジックスポーツ 253 谷口　琴音 たにぐち　ことね 小６ レジックスポーツ
404 田嶋　桃 たじま　もも 小３ レジックスポーツ 254 丹羽　咲奈 にわ　さきな 小５ レジックスポーツ
405 西井　晴香 にしい　はるか 小２ レジックスポーツ 255 本田　蒼 ほんだ　あおい 小５ レジックスポーツ
406 椿野　初香 つばきの　ういか 小６ ならわ体操クラブ 256 安達　和奏 あだち　わかな 小５ レジックスポーツ
407 堤　梨湖 つつみ　りこ 小６ ならわ体操クラブ 257 舩橋　りめ ふなはし　りめ 小５ レジックスポーツ
408 里中　花妃 さとなか　はなひ 小５ ならわ体操クラブ 258 成田　友紀 なりた　ゆき 小６ レジックスポーツ
409 髙木　心暖 たかぎ　このん 小４ ならわ体操クラブ 259 日置　侑那 ひおき　ゆな 小５ レジックスポーツ
410 湯浅　望天 ゆあさ　のあ 小４ ならわ体操クラブ 260 岩佐　陽向 いわさ　ひなた 小５ レジックスポーツ
411 寺島　怜那 てらしま　れな 小２ ならわ体操クラブ 261 稲山　柚羽 いなやま　ゆうは 小５ レジックスポーツ
412 大﨑　心菜 おおさき　ここな 小２ ならわ体操クラブ 262 石原　寿菜 いしはら　じゅな 小５ 中京ジムナスティッククラブ
413 高橋　凛 たかはし　りん 小１ ならわ体操クラブ 263 池畑　結実葉 いけはた　ゆみは 小５ 中京ジムナスティッククラブ
414 大橋　小春 おおはし　こはる 小６ 木曽川体操クラブ 264 塚田　稜心 つかだ　いずみ 小５ 中京ジムナスティッククラブ
415 西野　杏那 にしの　あんな 小６ 木曽川体操クラブ 265 渡辺　愛菜 わたなべ　まな 小５ 中京ジムナスティッククラブ
416 加藤　未結 かとう　みゆ 小５ チャレンジ体操クラブ 266 渡邉　怜美 わたなべ　れみ 小３ 中京ジムナスティッククラブ
417 澤井　亜莉 さわい　あり 小５ NPO法人アニマル体操クラブ 267 比良　美月 ひら　みづき 小３ 中京ジムナスティッククラブ
418 兵藤　瑠香 ひょうどう　るうか 小２ NPO法人アニマル体操クラブ 268 岩城　侑華 いわき　ゆうか 小６ 知多ドリーム体操クラブ
419 吉松　歩花 よしまつ　ほのか 小６ NPO法人アニマル体操クラブ 269 小島　愛美 こじま　まなみ 小４ 知多ドリーム体操クラブ
420 市古　天菜 いちこ　てんな 小４ NPO法人アニマル体操クラブ 270 大澤　郁乃 おおさわ　ふみの 小４ 知多ドリーム体操クラブ
421 市古　絆菜 いちこ　はんな 小２ NPO法人アニマル体操クラブ 271 山本　光姫 やまもと　みつき 小６ ならわ体操クラブ
422 早川　里緒 はやかわ　りお 小３ NPO法人アニマル体操クラブ 272 山脇　美羽 やまわき　みう 小４ ならわ体操クラブ
423 村木　奈央 むらき　なお 小４ NPO法人アニマル体操クラブ 273 岡村　優那 おかむら　ゆな 小５ キッズワールド中国体操クラブ
424 山本　陽まり やまもと　ひまり 小４ NPO法人アニマル体操クラブ 274 万波　優里奈 まんなみ　ゆりな 小４ キッズワールド中国体操クラブ
425 金田　逸希 かなだ　いつき 小４ NPO法人アニマル体操クラブ 275 山岸　未旺 やまぎし　みお 小６ 笠松体操クラブ
426 都築　菜羽来 つづき　なうら 小５ 知多ドリーム体操クラブ 276 小泉　綸菜 こいずみ　りんな 小５ 笠松体操クラブ
427 鈴木　希愛心 すずき　きらり 小４ 知多ドリーム体操クラブ 277 室田　紗穂 むろた　さほ 小５ チャレンジ体操クラブ
428 岡村　佳歩 おかむら　かほ 小３ キッズワールド中国体操クラブ
429 浅井　爽笑 あさい　さわ 小３ 中京ジムナスティッククラブ 301 辻　小夜 つじ　さよ 小４ レジックスポーツ
430 向井　理莉 むかい　りり 小２ レジックスポーツ 302 中澤　凜 なかざわ　りん 小４ レジックスポーツ
431 水野　素晴 みずの　すばる 小２ レジックスポーツ 303 野﨑　結衣 のざき　ゆい 小４ レジックスポーツ
432 丹羽　祐里奈 にわ　ゆりな 小３ レジックスポーツ 304 炭竃　みと すみかま　みと 小３ レジックスポーツ
433 大原　海鈴 おおはら　みすず 小３ レジックスポーツ 305 吉野　花月 よしの　かづき 小４ レジックスポーツ
434 新美　結月 にいみ　ゆづき 小４ ならわ体操クラブ 306 岩瀬　奈桜 いわせ　なお 小５ 笠松体操クラブ
435 寺島　結愛 てらしま　ゆら 小４ ならわ体操クラブ 307 山岸　弓乃 やまぎし　ゆの 小４ 笠松体操クラブ
436 名倉　実里 なぐら　みのり 小３ ならわ体操クラブ 308 山本　ひなた やまもと　ひなた 小３ 笠松体操クラブ
437 腰嶋　にこ こしじま　にこ 小３ ならわ体操クラブ 309 鈴木　莉心 すずき　りこ 小３ 笠松体操クラブ

310 荒田　幸呼 あらた　ここ 小５ チャレンジ体操クラブ
311 岡﨑　心美 おかざき　ここみ 小４ レジックスポーツ
312 谷口　斐音 たにぐち　あやね 小４ レジックスポーツ
313 平井　絢菜 ひらい　あやな 小４ レジックスポーツ
314 五十嵐　愛莉 いがらし　あいり 小５ キッズワールド中国体操クラブ
315 髙橋　奈々 たかはし　なな 小６ キッズワールド中国体操クラブ

愛知体操協会 316 近藤　祐生 こんどう　ゆう 小６ 東海ウイング体操クラブ
2018.7.28 317 神尾　知花 かみお　ともか 小４ 東海ウイング体操クラブ

318 長﨑　菜々子 ながさき　ななこ 小５ 石田体操クラブ
319 山口　花梨 やまぐち　かりん 小５ 石田体操クラブ
320 稲垣　咲杏 いながき　さき 小６ 知多ドリーム体操クラブ
321 鈴木　香澄 すずき　かすみ 小４ 知多ドリーム体操クラブ
322 現田　小春 げんだ　こはる 小４ 知多ドリーム体操クラブ
323 古賀　夕 こが　ゆう 小６ 体操クラブ ジムナスツ
324 近松　朝香 ちかまつ　あさか 小５ 中京ジムナスティッククラブ

第４８回愛知県ジュニア体操競技選手権大会抽選結果(7月28日）
女子２部小学生

1

女子４部

４
　
部

1

1

2

3

4

2

5

6

7

8

２
部
小
学
生

4

2

3

4

5

女子３部

３
部

3

1

2

3

4

5


