
頭文字 クラブ名 カテゴリー 試技順 選手
あ ALFA U16 28 伊藤　初希 牧野　ひより 松井　優歩 杉山　ひらり 恩田　夏帆 小原　萌衣花 杉山　さらさ 鹿野　由衣菜

ALFA U12 20 高橋　夢々 後藤　暖花 山田　蒼奈 市橋　羅那 中嶋　伊吹 森本　倖鶴 岸本　和奏 小原　麻央
大西　瞳里 加藤　優芽

い インタークオレス S 47 小曽根　沙織 瀬戸﨑　星菜 川西　佐和 柴﨑　稚菜 坂東　舞 芹川　椎良 柿沼　鈴 柴崎　朋花
インタークオレス U12 5 寺﨑　天音 山本　真美子 小西　亜美花 黒木　心海 万代　結愛 細川　瑠菜 鈴木　瑠夏 鈴木　波恵

え NPO秋田ＲＧ愛好会 U12 21 近藤　里映 谷内　円依 佐藤　ひなた 小坂　美結 猪俣　美紗希 木本　遥香 小玉　柔
エンジェルＲ．Ｇ．クラブ　きら U12 9 有元　巴菜 王　願婷 齋藤　凪沙 今枝　愛莉 大泉　結芽 大河　琴音 鈴木　栞 鈴木　那波

伊藤　優
エンジェルＲ．Ｇ．クラブ　びび U16 30 佐々木　陽向 鈴木　愛菜 野澤　夢叶 松本　怜菜 松宮　さゆり 山本　夏未 飯田　愛子 田中　ひかり

渡邉　花梨
お OSKジュニアRG U16 23 榎本　愛佳 栗原　蒼奈 佐々木　莉那 高橋　葉月 黒田　姫花 高橋　佳稟 武井　美文 舘野　心那

細野　未夢
大垣共立銀行OKB体操クラブ U16 25 玉川　莉瑚 近藤　彩巴 長屋　明依 宮元　唯奈 石田　美結 田中　優花 影山　結万 武井　樹里

き 岸川新体操クラブ U16 22 北山　萌々花 作田　詩帆 石川　結翔 鶴田　芽生 新実　日菜子 小笠原　碧 後藤　ゆな 鶴田　紗生
ＣＡＮＤＹ．Ｍ．ＲＧ U12 7 三俣　美綺 小野田　楓夏 高橋　七実 浦島　珠奈 伍井　梨乃 岩楯　美空 川上　紗愛空 堀畑　和花

西田　萠代
く KURARA U16 35 伊藤　渚紗 近藤　梨生 渡辺　琴心 木村　真菜 伊藤　藍 秋山　実希 佐野　絢菜 斉藤　もえ
さ サンシャインＲ．Ｇ U16 24 髙木　彩夏 宇佐見　理子 木野　琉未乃 美川　愛乃 伊藤　佑華里 村瀬　ひなた 山本　真菜香 髙橋　美結

中村　心乃 北原　奈椰生
し CAC RG U12 17 庄司　遥 中村　明里 清水　優羽 三浦　苺 箕浦　希秋 岩渕　巴絵 西澤　佳音 櫛田　花

JWCPE ESPERANZA S 50 植村　琴音 野﨑　美幸 渡辺　ゆりの 永野　莉沙 石川　ひかる 竹内　姫乃 小森　葵 石井　乃愛
大西　歩美 須藤　結花

JWCPE Jr U12 19 濱中　美玖 川添　怜花 七條　暁 中島　汐理 早川　佳来 佐藤　永奈 杉野　愛
JWCPE Jr U16 33 林　美希 村田　茉音 渡部　葵 磯貝　帆乃 伊東　七海 佐藤　沙耶
樟蔭ジュニア S 43 中原　鈴香 阪東　美優 四宮　瑠莉 中西　由乃 巽　真穂 宮地　姫乃 佐藤　優衣 白井　実希
樟蔭ジュニア U16 34 玉井　奈津 大塚　灯 神波　望美 木村　詩季 大嶋　祐奈 田中　海未 山本　彩聖 小栗　大空

幸本　晏奈
樟蔭ジュニア東大阪教室 S 41 大塚　春花 梶井　紀花 渡邊　美也子 乾　千紘 和田　朋 片桐　七海 辻　真帆 松本　桃菜
樟蔭ジュニア東大阪教室 U16 37 谷口　加恋 脇本　ひまり 城越　心寧 木村　美咲 山上　希 盛岡　瑞希 辻　瑠栞

す Ｓｗｅｅｔ ピュア Ｒ.Ｇ U12 6 市川　杏奈 野嵜　陽向 松下　陽葵 八道　咲奈 佐々木　優羽 金子　真依 岩田　明歩 鈴木　冴月
Star　R.G８９ U12 12 白川　凜愛 関　ヂアナ 檜山　千渚 岸本　和奏 正置　悠愛 佐藤　美南
Star　R.G８９ Jr U12 1 大西　咲希 住田　有依香 西川　心菜 平野　久々莉 横田　瑠梨 石岡　芽依 秋武　初希
すてっぷ愛知 U16 36 平澤　桃子 市川　翠月 寺西　華穂 栗田　真央 杉山　心春 三浦　萌花
STELLA新体操クラブ U12 4 中村　彩乃 阿部　ゆきの 三上　夏奈 須田　実里奈 山口　恋春 佐野　日香 加藤　実果

せ St.Agnes' U16 27 外波山　茉春 植木　美矩 上田　心路 松下　実未 和田　葵 小林　桃歌 大寺　由夏 島口　胡南
藤原　菜友

そ Sonnet R.G. U12 8 関谷　英莉 宮辺　桃花 渡辺　祐実 工藤　美空 新舎　美織 矢島　葵衣 蛭子井　みなみ 福井　裕紗
た TADOTSU Rhythmic Dunia U12 16 濵地　明純 森　未奈実 黒川　紗愛 請川　心美 門　樹 越智　日咲 黒川　桃花
ち Team Kaida RG U16 32 吉田　芽生 南　ジョイア 竹村　苺美 灘　瑞貴 上田　朋香 永野　なつめ 沖　凪紗

Team CHLOE S 49 手代木　悠里 溝口　茉由 前田　彩伽 志村　ももか 唐澤　鈴奈 伊集院　里乃花 濵口　真緒 石井　春花
布目　桃香 田中　千尋 高橋　るりあ

と 東金ジュニア U12 18 関　苺々華 須東　舞花 山越　梨瑠杏 飯島　花 渡辺　くらら 桐　夏萌 斉藤　柚花 増田　亜音
東京ジュニア新体操クラブ U16 26 小栗　愛央 十河　美紗都 戸敷　菜乃蓮 角田　あすな 中丸　優美 小野澤　泉妃 建　響香
東京女子体育大学ジュニア･ユースクラブ U12 10 茂木　桃花 田中　友梨 佐藤　環 片岡　恵鈴 金子　来実 木田　美海 小坂田　璃良 三島　穂紀

川口　莉子 根本　夏凛音 青山　ひな
に 日本女子体育大学 S 44 五十嵐　友香 蒔田　有梨 河野　実音 濱田　真望子 高山　彩音 小田嶋　萌生 橋本　理央 腰原　乃彩
は HEARTS U12 3 神谷　優月 櫻井　瑠風 二宮　芽生 三浦　苺乃果 伊藤　愛琉 大村　雪乃 徳永　有希 山田　杏奈

HEARTS RG U12 2 高津　李彩 内山　璃子 伊藤　有咲 加藤　寛菜 杉山　藍 田中　美有 小嶋　希采 道下　栞生
大村　彩乃 山田　琉奈

ハーツ新体操クラブ U12 14 森　來花 小寺　紗衣 永谷　心乃 野々山　琴葉 武藤　芽依 村尾　美咲 後藤　華英 古戸　希来
ハーツ新体操クラブ U16 40 大重　綾乃 岡本　依玲 加藤　杏己佳 鈴木　千夏 長谷川　はるか 佐橋　歩美 嶋田　有紗 鈴木　遥乃花

鈴木　美颯 辻　風音
ひ 飛行船新体操クラブ U12 13 星野　朱音 丸谷　菜乃 丸谷　梨乃 新田　実桜 小島　希帆 山田　都琶 吉澤　柚葉 横山　柚希

鈴木　樹彩 井上　ゆりな 小森　心結
ほ ポーラ☆スターＲＧ U12 11 森本　真衣 立石　心愛 坂本　柚歩 西　コモモ 碓井　琴水 小澤　結月 堀　颯月 堀内　柚奈

百瀬　咲良 増田　葵
HOKUSEI☆R.G. S 48 佐々木　莉子 新井　のあ 本田　古都芽 大内　希乃佳 山本　結捺 続　あい梨 今川　亜美
HOKUSEI☆R.G. U16 39 佐々木　天美 冨山　蓮菜 中野　夏綸 中野　心愛 安藤　乃咲 前鼻　一穂
PONYO RG S 42 本望　さくら 長谷川　桃子 近藤　美優 林　真穂 石原　ゆう 金子　紗佳 油木　ひなた 岩淵　さや

長谷川　こころ 折尾　環
ま 松川ペパーミント・ベル U12 15 榛葉　心愛 泉　春菜 小穴　夏妃 青山　穂乃花 望月　優里 藤原　悠莉 阿部　心奏 茅野　瑠々花

中村　優里
み みなみ新体操クラブ愛知 U16 29 平田　愛々実 西　唯里 青木　寧音 三﨑　華瑶 浅野　杏梨 奥村　有秋子 原田　奈那 水野　清か

落合　真央 長山　果倫
る LUCE S 46 柳　萌代 若田　優里彩 大塚　凜々 豊田　菜々子 前田　珠希 森本　美桜 阪本　莉那 金子　真優

別府　美喜 菅野　彩姫 森本　美優
LUCE R.G S 45 石川　莉子 藤井　玲花 森　さくら 長久　陽香 若田　美利彩 中野　有花 花見　結衣 牧野　未由羽
ルビー新体操クラブ U16 38 相馬　詠菜 小瀧　千夏 近藤　千晴 鈴木　萌華 関口　かなさ 渡会　希実 近藤　咲季
るんな U16 31 佐野　千紘 野中　里音 根津　このか 森　結菜 村松　京 柴田　幸咲 鈴木　和奏 鈴木　芹奈

磯部　里月
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