
８：３０ ～ 体育館開館

　８：４０ ～ 受付・セッティング

８：４０～９：４０　審判研修会

　９：００ ～ ９：１５ 開会式

9：20～10：11 徒手団体公式練習 徒手団体（各３分）×17チーム  9：20～ 9：50 個人種目別練習
クラブ1～6班
リボン1～4班
各班3分ずつ

10：15～11：40 徒手団体競技 徒手団体（17チーム）  9：50～11：00 クラブ1班～3班

11：40～12：25 団体公式練習 団体（各３分）×15チーム 11：05～12：10 クラブ4班～6班

12：25～13：40 団体競技 団体（15チーム） 12：20～14：00 リボン1班～4班

13：45～14：05 個人総合決勝練習 ロープ　１・２・３・４班（各班5分） 14：00～14：24 個人種目別練習
クラブ7～10班
リボン5～8班
各班3分ずつ

14：05～15：35 個人総合決勝競技 ロープ　１・２・３・４班 14：30～16：00 リボン5班～8班

15：35～15：55 個人総合決勝練習 ボール　２・１・４・３班（各班5分） 16：10～17：45 クラブ7班～10班

15：55～17：25 個人総合決勝競技 ボール　２・１・４・３班

１7：5０ ～ １8：2０ カッティング

１8：2０ ～ １8：40 閉会式

「本事業は碧南市スポーツ振興計画に沿って展開する

『元気っス！運動』の一環として開催しています。」

新体操競技日程(県ジュニア）

7月14日（日）　《女子競技日》　【碧南市臨海体育館】

Ａフロアー Ｂフロアー

個人種目別競技

個人種目別競技



団体（リボン５） リボン

順 班 № 氏　名 所　属　名 班 № 氏　名 所　属　名 班 № 氏　名 所　属　名 班 № 氏　名 所　属　名

1 1 岡﨑 百音 チェルシーRGC 45 瀧塚 しおん MINAMI.R.G.C. 1 橋本 胡桃 Rise Art Gymnastics 34 正木 琴衣 エンジェルR.G.クラブびび

2 2 大西 海咲 セイシン新体操クラブ 46 平野 結菜 NPO法人トゥインクルクラブ 2 柴田 ちよ SPUNKY RGC 35 伊藤 優 エンジェルR.G.クラブびび

3 3 富田 愛子 チェルシー 47 瀬戸 珠菜 成田RG 3 渡邉 美羽 セイシン新体操クラブ 36 大泉 結芽 エンジェルR.G.クラブびび

4 4 伊東 和奏 ＮＳクラブ 48 伊阪 奈乃羽 NPO法人トゥインクルクラブS 4 戸田 新那 セイシン新体操クラブ 37 加藤 千愛 成田RG

5 5 髙畑 いつ Rise Art Gymnastics 49 山本 知奈 NPO法人トゥインクルクラブ 5 早坂 菜央 すてっぷjr. 38 長谷川 奈那 ＮＳ　Ｒ・Ｇピュア

6 6 谷田貝 美優 チェルシーRGC 50 今井 心春 NPO法人トゥインクルクラブS 6 新實 優衣 セイシン新体操クラブ 39 鈴木 結愛 NPO法人トゥインクルクラブS

7 7 増田 花奈 セイシン新体操クラブ 51 中谷 唯梨 NPO法人トゥインクルクラブS 7 鈴木 那波 エンジェルR.G.クラブきら 40 増田 日花 NPO法人トゥインクルクラブ

8 8 鴇澤 華乃 ハーモニー新体操クラブ 52 新原 梨緒 ジャスミン新体操クラブ 8 大河 琴音 エンジェルR.G.クラブきら 41 今枝 愛莉 エンジェルR.G.クラブびび

9 9 大野 彩葉 チェルシー 53 服部 樹里 豊橋新体操クラブ 9 安部 心晴 サンシャイン・ワカバR.G 42 大塚 絵実 NPO法人トゥインクルクラブ

10 10 青栁 優麻 ハーモニー新体操クラブ 54 長沼 苺花 MINAMI.R.G.C. 10 菊池 桃里 エンジェルR.G.クラブきら 43 田中 心乃 NPO法人トゥインクルクラブ

11 11 水口 和奏 チェルシーRGT 55 柴田 莉乃 ハーツRG 11 山口 憂依 チェルシーRGT 44 巣山 実優 ＮＳ　Ｒ・Ｇピュア

12 12 山本 愛理紗 サンシャイン・ワカバR.G 56 上村 ゆうか 豊橋新体操クラブ 12 ナット 珊沙 ハーツRG 45 松井 悠里 成田RG

13 13 梅村 遥 Rise Art Gymnastics 57 仲田 沙絵 ハーツRG 13 多和田 光優 ハーモニー新体操クラブ 46 近藤 杏音 NPO法人トゥインクルクラブS

14 14 中村 亜咲華 名女大JrケイファRG 58 中神 奈奈 ＮＳ　Ｒ・Ｇピュア 14 小山内 杏 ハーツ新体操クラブ 47 櫻井 理湖 豊橋新体操クラブ

15 15 平澤 薫子 すてっぷjr. 59 永尾 茉里奈 ハーツRG 15 村藤 萌乃花 NPO法人トゥインクルクラブ 48 宮口 明彩 ジャスミン新体操クラブ

16 藤波 雪咲 リリコ新体操クラブ 60 梶田 桜羅 ハーツ新体操クラブ 16 一志 涼加 NPO法人トゥインクルクラブS 49 田中 琉愛 名古屋女子大学中学校

徒手団体 17 神谷 優月 ハーツRG 61 中谷 夢羽 ＮＳ　Ｒ・Ｇ 17 中島 あおい チェルシー 50 服部 陽和 ＮＳ　Ｒ・Ｇ
順 18 佐々木 陽向 エンジェルR.G.クラブびび 62 本山 琴葉 ハーツ新体操クラブ 18 柴田 七望 セイシン新体操クラブ 51 三木 鈴葉 HEARTS

1 19 植村 桜子 ジャスミン新体操クラブ 63 高津 李彩 椙山女学園中学校 19 橋本 光璃 チェルシー 52 長谷川 はるか ハーツRG

2 20 松本 怜菜 エンジェルR.G.クラブびび 64 髙木 天 ＮＳ　Ｒ・Ｇピュア 20 夫馬 ひなた セイシン新体操クラブ 53 川上 さくら サンシャイン・ワカバR.G

3 21 羽根田 稀幸 NPO法人トゥインクルクラブ 65 姫野 日美可 名古屋女子大学中学校 21 髙橋 絢香 椙山女学園中学校 54 林川 つくし ハーツ新体操クラブ

4 22 有元 巴菜 エンジェルR.G.クラブきら 66 貴船 由菜 サンシャインR.G 22 佐藤 恵茉 チェルシー 55 嶋田 有紗 椙山女学園中学校

5 23 渡辺 美衣 リリコ新体操クラブ 67 佐藤 花梨 サンシャインR.G 23 植江田 仁那 ハーモニー新体操クラブ 56 鈴木 もも ＮＳ　Ｒ・Ｇ

6 24 伊藤 ゆず季 セイシンＲＧ 68 馬淵 心美 ＮＳ　Ｒ・Ｇ 24 高橋 梨乙 NPO法人トゥインクルクラブS 57 鈴木 遥乃花 ハーツRG

7 25 小坂 瑞歩 椙山女学園中学校 69 伊東 琴音 ＮＳ　Ｒ・Ｇピュア 25 松尾 凪咲 すてっぷjr. 58 服部 陽向 ＮＳ　Ｒ・Ｇ

8 26 田中 ひかり エンジェルR.G.クラブきら 70 正木 史奈 ＮＳクラブ 26 長谷川 穂乃花 Rise Art Gymnastics 59 林田 瑞希 ＮＳクラブ

9 27 柴田 くるみ SPUNKY RGC 71 齋藤 結子 サンシャインR.G 27 山本 智花 SPUNKY RGC 60 鈴木 詩織 MINAMI.R.G.C.

10 28 赤松 姫菜乃 セイシン新体操クラブ 72 小林 心那 名古屋女子大学中学校 28 吉村 結菜 チェルシーRGC 61 井手 瑞穂 ＮＳ　Ｒ・Ｇピュア

11 29 松坂 京子 セイシン新体操クラブ 73 望月 莉世 成田RG 29 吉田 彩乃 リリコ新体操クラブ 62 長山 果倫 MINAMI.R.G.C.

12 30 鈴木 愛菜 エンジェルR.G.クラブきら 74 伊藤 佑華里 サンシャイン・ワカバR.G 30 青栁 未来 ハーモニー新体操クラブ 63 野口 悠那 ハーツRG

13 31 山本 夏未 エンジェルR.G.クラブきら 75 美川 愛乃 サンシャイン・ワカバR.G 31 作田 詩帆 岸川新体操クラブ

14 32 杉山 沙耶 椙山女学園中学校 32 安藤 美咲 セイシン新体操クラブ

15 33 秋元 彩良 NPO法人トゥインクルクラブ 33 内田 実花 サンシャイン・ワカバR.G

16 34 加藤 里菜 セイシン新体操クラブ

17 35 北山 萌々花 岸川新体操クラブ

36 野澤 夢叶 エンジェルR.G.クラブきら

37 飯田 愛子 エンジェルR.G.クラブびび

38 山本 彩花 SPUNKY RGC

39 松宮 さゆり エンジェルR.G.クラブびび

40 山田 芽加 セイシンＲＧ

41 小椋 美咲 SPUNKY RGC

42 石川 結翔 すてっぷjr.

43 中神 花奈 ＮＳ　Ｒ・Ｇ

44 伊藤 夏海 HEARTS
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ハーツ新体操クラブ

NPO法人トゥインクルクラブS

Rise Art Gymnastics

SUNSHINE

サンシャインR.G

サンシャイン・ワカバR.G

ＮＳ Ｒ・Ｇピュア

名女大Jr新体操クラブ

MINAMI.R.G.C.

エンジェルR.G.クラブびび

成田RG

NPO法人トゥインクルクラブ

ジャスミン新体操クラブ

ＮＳクラブ

ハーツRG

HEARTS

第４９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

成田RG

MINAMI.R.G.C.

クラブ

ジャスミン新体操クラブ

サンシャイン・ワカバR.G

豊橋新体操クラブ

みなみ新体操クラブ

ハーツRG

椙山女学園中学校

HEARTS

ハーツ新体操クラブ

名古屋女子大学中学校

ＮＳ　Ｒ・Ｇ

サンシャインR.G

ＮＳクラブ

所　属　名

ＮＳ Ｒ・Ｇピュア


