
班 組 No. 氏　　名 フリガナ 学年 所　　　属 班 組 No. 氏　　名 フリガナ 学年 所　　　属

1 湯元 ゆりか ユモト ユリカ 大4 22 内藤 千華 ナイトウ チカ 中3

2 古山　葵 フルヤマ アオイ 大4 23 安藤 美紅 アンドウ ミク 中3

3 石田 七実 イシダ ナナミ 大2 24 伊藤 優来 イトウ ユラ 中3

4 百合草 充都 ユリクサ ミサト 大2 25 森　菜月 モリ ナツキ 中3

5 榊原 子侑菜 ※ サカキバラ コユナ 大2 日本体育大学 26 本田　蒼 ※ ホンダ アオイ 中3 名古屋経済大学市邨中学校/ レジックスポーツ（補欠１）

6 新田 いずみ ※ ニッタ イズミ 大2 日本体育大学 27 稲垣 若那 イナガキ ワカナ 3

7 槇林　凜 ※ マキバヤシ リン 大1 順天堂大学 28 伊藤 玲那 イトウ レイナ 3

8 佐々木 愛華 ※　 ササキ マナカ 大3 国士舘大学 29 大口 愛莉 オオグチ アイリ 2

9 筒井 美帆 ※ ツツイ ミホ 大2 静岡産業大学 30 新田 美琴 ニッタ ミコト 1

10 本田 あゆみ ホンダ アユミ 大3 31 伊藤 麻衣 ※ イトウ マイ 1 名古屋経済大学市邨高等学校/レジックスポーツ

11 稲垣 茉優 イナガキ マユ 大1 32 笠原 有彩 カサハラ アリサ 3

12 苅谷 天音 カリヤ アマネ 大1 33 牛奥 小羽 ウシオク　コハネ 3

13 竹内 結衣 タケウチ ユイ 大1 34 中島 楓琳 ナカシマ　カリン 2

14 浦川 菜月 ※ ウラカワ ナツキ 大3 至学館大学 35 加藤　凛 カトウ　リン 2

15 岡山 千華 ※ オカヤマ チハナ 大1 至学館大学 36 古賀 愛梨 ※ コガ　アイリ 1 名古屋経済大学市邨高等学校/レジックスポーツ

16 尾之内　香鈴 ※ オノウチ カリン 中3 知多市立知多中学校/ならわ体操クラブ 37 渡部 葉月 ワタナベ　ハヅキ 3

17 阿部　花音 ※ アベ カノン 1 愛知県立半田高等学校/ならわ体操クラブ 38 大村 瑠里 オオムラ　ルリ 3

18 池畑　結実葉 ※ イケハタ ユミハ 中3 名古屋市立左京山中学校/中京ジムナスティッククラブ 39 土橋 ピピ ドバシ　ピピ 1

19 宮本　空奈 ※ ミヤモト ソナ 中3 名古屋市立千種台中学校/中京ジムナスティッククラブ 40 笹ノ間 光枇 ササノマ　ビビ 1

20 水野　朱華 ※ ミズノ シュカ 1 至学館高等学校/笠松体操クラブ 41 野々山 巴葉 ※ ノノヤマ トモハ 2 星城高等学校/チャレンジ体操クラブ

21 中村　笑里 ※ ナカムラ エミリ 中3 瀬戸市立幡山中学校/笠松体操クラブ 42 吉松 歩花 ※ ヨシマツ　ホノカ 1 愛知県立知立東高等学校/チャレンジ体操クラブ

成年 ※個人出場者 43 小林 さと ※ コバヤシ サト 2 愛知県立三好高等学校

愛知体操協会 44 津曲　歩美 ※ ツマガリ アユミ 2 愛知県立三好高等学校

東海学園高等学校/中京ジムナスティッククラブ
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