
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 髙瀨 ひかる たかせ ひかる 小３ レジックスポーツ 301 鎌田 好桃音 かまだ ことね 小６ 笠松体操クラブ

402 大山 純嘉 おおやま じゅんか 小３ レジックスポーツ 302 カン サラ かん さら 小５ 笠松体操クラブ

403 藤木 彩生 ふじき あいみ 小３ レジックスポーツ 303 野田 桜花 のだ おうか 小４ 笠松体操クラブ

404 本多 凛音 ほんだ りのん 小３ レジックスポーツ 304 鈴木 睦子 すずき ちかこ 小６ 中京ジムナスティッククラブ

405 渡邊 ひなた わたなべ ひなた 小３ 中京ジムナスティッククラブ 305 中島 柑菜 なかじま かんな 小５ 中京ジムナスティッククラブ

406 竹内 志穂 たけうち しほ 小４ 中京ジムナスティッククラブ 306 武川 葵 ぶかわ あおい 小６ リーフ体操クラブ

407 大塚 梨夏 おおつか りんか 小４ 中京ジムナスティッククラブ 307 𠮷原 希々花 よしはら ののか 小６ リーフ体操クラブ

408 鈴木 陽子 すずき ようこ 小５ 中京ジムナスティッククラブ 308 村松 桃奈 むらまつ ももな 小５ リーフ体操クラブ

409 青木 美来 あおき みらい 小６ レジックスポーツ 309 袴田 妃華 はかまた ひめか 小５ リーフ体操クラブ

410 村上 奈奈美 むらかみ ななみ 小６ レジックスポーツ 310 吉鶴 梨乙 よしづる りお 小４ レジックスポーツ

411 菅野 柚月 かんの ゆづき 小６ レジックスポーツ 311 堀 陽向 ほり ひなた 小４ レジックスポーツ

412 長谷川 莉奈 はせがわ りな 小５ レジックスポーツ 312 桝田 瑠璃 ますだ るり 小４ レジックスポーツ

413 加藤 在 かとう ある 小３ レジックスポーツ 313 高口 瑠菜 こうぐち るな 小５ チャレンジ体操クラブ

414 川口 凛佳 かわぐち りんか 小３ レジックスポーツ 314 浅田 結南 あさだ ゆうな 小６ 知多ドリーム体操クラブ

415 水野 みなみ みずの みなみ 小２ レジックスポーツ 315 前平 心彩 まえひら こいろ 小３ レジックスポーツ

416 榊原 園可 さかきばら そのか 小３ ならわ体操クラブ 316 若尾 七海 わかお ななみ 小３ レジックスポーツ

417 新美 日和子 にいみ かなこ 小４ リーフ体操クラブ 317 安江 華菜 やすえ はな 小３ レジックスポーツ

418 西部 詞葉 にしぶ ことは 小４ リーフ体操クラブ 318 深谷 蓮月 ふかや はづき 小６ 東海ウイング体操クラブ

419 平野 綺星 ひらの きい 小４ リーフ体操クラブ 319 万波 優茉 まんなみ ゆま 小６ キッズワールド中国体操クラブ

420 山本 優羽 やまもと ゆう 小３ リーフ体操クラブ 320 早川 由麻 はやかわ ゆま 小５ キッズワールド中国体操クラブ

421 中川 律 なかがわ りつ 小５ 知多ドリーム体操クラブ 321 宮石 乃愛 みやいし のあ 小６ NPO法人アニマル体操クラブ

422 五味 ひなた ごみ ひなた 小４ 知多ドリーム体操クラブ 322 佐藤 有桜 さとう ありさ 小５ ならわ体操クラブ

423 長浜 早良 ながはま さら 小３ 知多ドリーム体操クラブ

424 惣田 こなつ そうだ こなつ 小３ 木曽川体操クラブ 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属

425 藤井 七葉 ふじい ななは 小３ 木曽川体操クラブ 251 竹田 愛 たけだ あい 中３ SPOLAVA

426 金山 由芽花 かなやま ゆめか 小２ 笠松体操クラブ 252 内藤 愛華 ないとう ありは 中２ SPOLAVA

427 百本 羽瑠美 ひゃくもと うるみ 小３ 笠松体操クラブ 253 現田 小春 げんだ こはる 中２ SPOLAVA

428 中岡 咲貴 なかおか さき 小４ 笠松体操クラブ 254 万波 優里奈 まんなみ ゆりな 中２ キッズワールド中国体操クラブ

429 本山 結心 もとやま ゆいこ 小４ 笠松体操クラブ 255 明星 杏佳 あけぼし ももか 中１ キッズワールド中国体操クラブ

430 岸上 彩花 きしがみ いろは 小５ 笠松体操クラブ 256 大澤 郁乃 おおさわ ふみの 中２ 知多ドリーム体操クラブ

431 井藤 千優 いとう ちひろ 小５ リーフ体操クラブ 257 西岡 胡杜乃 にしおか ことの 中１ レジックスポーツ

432 田嶋 柚咲 たじま ゆずさ 小４ リーフ体操クラブ 258 斉藤 結々菜 さいとう ゆゆな 中３ レジックスポーツ

433 神谷 明日菜 かみや あすな 小３ リーフ体操クラブ 259 渡辺 真羽 わたなべ まう 中２ レジックスポーツ

434 鈴木 芽生 すずき めい 小２ リーフ体操クラブ 260 山田 結菜 やまだ ゆいな 中２ チャレンジ体操クラブ

435 山内 愛梨 やまうち あいり 小３ 東海ウイング体操クラブ 261 加藤 未結 かとう みゆ 中３ チャレンジ体操クラブ

436 三浦 希々奈 みうら ききな 小５ 中京ジムナスティッククラブ 262 井上 菜々香 いのうえ ななか 中１ 笠松体操クラブ

437 沓名 美怜 くつな みさと 小５ 中京ジムナスティッククラブ 263 岡田 優来 おかだ ゆら 中１ 笠松体操クラブ

438 山下 実桜 やました みお 小５ 中京ジムナスティッククラブ 264 山本 望来衣 やまもと みらい 中１ 笠松体操クラブ

439 加藤 千代乃 かとう ちよの 小５ NPO法人アニマル体操クラブ 265 山本 ひなた やまもと ひなた 中１ 笠松体操クラブ

440 佐々木 楓 ささき ふう 小４ NPO法人アニマル体操クラブ 266 松ヶ根 美惟菜 まつがね みいな 中１ 木曽川体操クラブ

267 湯浅 良應 ゆあさ みのり 中２ 中京ジムナスティッククラブ

268 秋山 愛結 あきやま めい 中１ 中京ジムナスティッククラブ

269 難波 花華 なんば はなか 中１ 中京ジムナスティッククラブ

愛知体操協会 270 岡本 珠希 おかもと たまき 中１ 中京ジムナスティッククラブ

２０２２．７．２１ 271 針生 ゆのん はりう ゆのん 中１ 中京ジムナスティッククラブ

272 高井 楓 たかい かえで 中３ リーフ体操クラブ

273 市古 天菜 いちこ てんな 中２ リーフ体操クラブ

274 大瀧 桜里愛 おおたき さりあ 中１ リーフ体操クラブ

275 小野 凛香 おの りんか 中１ リーフ体操クラブ

276 渡邉 花音 わたなべ かのん 中１ リーフ体操クラブ

第５２回愛知県ジュニア体操競技選手権大会　２部中学生・３部・４部　　　抽選結果　　　　　

3

1

2

3

３
部

4

5

2

3

女子４部

４
部

1

1

3

4

2

1

2

5

女子３部

2

3

4

女子２部中学生

２
部
中
学
生

4

1

4

5


