
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

1 垣内　皓成 かいと　こうせい 中２ レジックスポーツ 201 下和田　巧 しもわだ　たくみ 中２ レジックスポーツ

2 藤木　大智 ふじき　たいち 中１ レジックスポーツ 202 舩橋　珀 ふなはし　はく 中１ レジックスポーツ

3 中村　銀汰 なかむら　ぎんた 中１ レジックスポーツ 203 中村　知寛 なかむら　ちひろ 中１ レジックスポーツ

4 山下　蒼斗 やました　あおと 中１ レジックスポーツ 204 堀江　亮輔 ほりえ　りょうすけ 中１ レジックスポーツ

5 馬場　慧朗 ばば　けいろう 中１ 笠松体操クラブ 205 大﨑　一航 おおさき　いっこう 中２ 笠松体操クラブ

6 山村　凪人 やまむら　なぎと 中２ 笠松体操クラブ 206 井上　朝陽 いのうえ　あさひ 中１ 笠松体操クラブ

7 鈴木　玲偉 すずき　れい 中２ 笠松体操クラブ 207 安藤　大志 あんどう　たいし 中１ ならわ体操クラブ

8 鈴木　琉偉 すずき　るい 中２ 笠松体操クラブ 208 野村　颯 のむら　はやて 中２ チャレンジ体操クラブ

9 大野　暖人 おおの　はると 中１ 中京ジムナスティッククラブ 209 村中　綺月 むらなか　きづき 中３ 知多ドリーム体操クラブ

10 三井　勇輝 みつい　ゆうき 中１ 中京ジムナスティッククラブ 210 伊藤　巧真 いとう　たくま 中２ 体操クラブ ジムナスツ

11 百本　響 ひゃくもと　きょう 中３ 笠松体操クラブ 211 平子　翔奈大 ひらこ　かなた 中１ キッズワールド中国体操クラブ

12 石原　流星 いしはら　りゅうせい 中３ 笠松体操クラブ 212 熊崎　有希也 くまざき　ゆきなり 中３ ヨゴ体操教室

13 百合草 建紀 ゆりくさ たてき 中２ ならわ体操クラブ 101 馬場　崇士 ばば　しゅうと 小６ 中京ジムナスティッククラブ

14 森部 哲海 もりべ せかい 中２ ならわ体操クラブ 102 平本　怜 ひらもと　れん 小６ 中京ジムナスティッククラブ

15 岡田 榮心 おかだ えいしん 中１ ならわ体操クラブ 103 坪井　勇樹 つぼい　ゆうき 小６ 中京ジムナスティッククラブ

16 吉岡　由裕 よしおか　もとひろ 中３ ヨゴ体操教室 104 及川　衆主 おいかわ　ひろかず 小６ 中京ジムナスティッククラブ

17 山野内　聡 やまのうち　さとる 中１ ヨゴ体操教室 105 早瀬　琉雅 はやせ　るか 小５ 中京ジムナスティッククラブ

18 野村　将吾 のむら　しょうご 中２ サンスポーツクラブ竜城体操 106 馬場　大河 ばば　たいが 小４ 中京ジムナスティッククラブ

19 中村　貫太 なかむら　かんた 中２ 中京ジムナスティッククラブ 107 土屋　眞人 つちや　まなと 小６ 笠松体操クラブ

20 山本　拓蔵 やまもと　たくら 中１ 中京ジムナスティッククラブ 108 加藤　友朗 かとう　ともあき 小６ 笠松体操クラブ

21 赤井　謙心 あかい　けんしん 中１ 中京ジムナスティッククラブ 109 石原　銀河 いしはら　ぎんが 小６ 笠松体操クラブ

110 和出　勇介 わで　ゆうすけ 小６ サンスポーツクラブ竜城体操

111 溝田　稜樹 みぞた　りょうき 小６ サンスポーツクラブ竜城体操

112 角皆 友晴 つのがい ともはる 小６ ならわ体操クラブ

２０１８．４．２１ 113 片山 空秋 かたやま あしゅう 小６ ならわ体操クラブ

愛知体操協会 114 高橋 諒圭 たかはし りょうけい 小５ ならわ体操クラブ

115 髙田　翔我 たかだ　とわ 小５ レジックスポーツ

1/2 116 万波　優太 まんなみ　ゆうた 小６ キッズワールド中国体操クラブ

2
3

4

１
部
・
Ⅱ

3

5

6
4

5

第４８回愛知県ジュニア体操競技選手権大会抽選結果（5月19日）

男子１部Ⅰ 男子１部Ⅱ・２部

１
部
・
Ⅰ

3

1

２
部

2

1

2



区分 班 組 番号 氏　　名 ひらがな 学年 所　　　属

301 斉藤　凌久 さいとう　りく 小５ 中京ジムナスティッククラブ

302 三貫納　佑悟 さながし　ゆうご 小４ 中京ジムナスティッククラブ

303 小林　暖 こばやし　はる 小３ 中京ジムナスティッククラブ

304 河合　航希 かわい　こうき 小２ 中京ジムナスティッククラブ

305 小川　空之 おがわ　そらの 小５ 体操クラブ ジムナスツ

306 伊藤　聖太 いとう　しょうた 小４ キッズワールド中国体操クラブ

307 大友　晴渡 おおとも　はると 小４ レジックスポーツ

308 杉本　悠真 すぎもと　ゆうま 小４ レジックスポーツ

309 旭井　敬亮 あさい　けいすけ 小２ レジックスポーツ

310 安原　成琉 やすはら　なる 小２ レジックスポーツ

311 佐藤　千桜 さとう　ちさき 小６ 東海ウイング体操クラブ

312 石塚　結士 いしづか　ゆいと 小５ 東海ウイング体操クラブ

313 水谷　優太 みずたに　ゆうた 小４ ならわ体操クラブ

314 野中　春流 のなか　はる 小５ ならわ体操クラブ

315 梅本　時和 うめもと　ときわ 小２ ならわ体操クラブ ２０１８．４．２１

316 金原　直輝 きんばら　なおき 小４ ならわ体操クラブ 愛知体操協会

317 鈴木　元騎 すずき　げんき 小５ ならわ体操クラブ

318 山下　航生 やました　こうせい 小２ ならわ体操クラブ

319 伊藤　大空 いとう　だいすけ 小６ レジックスポーツ

320 高田　羽琉 たかだ　はる 小６ レジックスポーツ

321 吉岡　朔太郎 よしおか　さくたろう 小５ レジックスポーツ

322 塚本　啓心 つかもと　けいしん 小５ レジックスポーツ

323 新井　千空 あらい　ちから 小６ ヨゴ体操教室

324 小金井　琉生 こがねい　りゅうき 小５ 笠松体操クラブ

325 百本　湊 ひゃくもと　みなと 小５ 笠松体操クラブ

326 安藤　永騎 あんどう　とき 小６ 笠松体操クラブ

327 高橋　誠大 たかはし　せいた 小４ チャレンジ体操クラブ

328 渡辺　樹 わたなべ　いつき 小５ 木曽川体操クラブ 2 /2
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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
1 伊藤 菜海 いとう なみ 中１ ならわ体操クラブ 101 松永　磨依 まつなが　まい 小６ レジックスポーツ
2 杉浦　朱李 すぎうら　しゅり 中３ ならわ体操クラブ 102 岩佐　和 いわさ　のどか 小６ レジックスポーツ
3 笠井　実咲 かさい　みさき 中３ サンスポーツクラブ竜城体操 103 古賀　愛梨 こが　あいり 小６ レジックスポーツ
4 遠山　結香 とおやま　ゆいか 中１ サンスポーツクラブ竜城体操 104 村上　美優 むらかみ　みゆ 小６ レジックスポーツ
5 蓮池　和々花 はすいけ　ななは 中２ レジックスポーツ 105 新田　美琴 にった　みこと 小６ レジックスポーツ
6 高山紗和 たかやま　さわ 中３ レジックスポーツ 106 伊藤　優来 いとう　ゆら 小５ レジックスポーツ
7 稲垣　若那 いながき　わかな 中２ レジックスポーツ 107 安藤　美紅 あんどう　みく 小５ レジックスポーツ
8 橋本　百音 はしもと　もね 中３ レジックスポーツ 108 森　菜月 もり　なつき 小５ レジックスポーツ
9 文堂 日南子 ぶんどう ひなこ 中３ ならわ体操クラブ 109 内藤　千華 ないとう　ちか 小５ レジックスポーツ
10 近藤　環 こんどう たまき 中２ ならわ体操クラブ 110 笹ノ間　光枇 ささのま　びび 小６ 中京ジムナスティッククラブ
11 山本 利々奈 やまもと りりな 中２ ならわ体操クラブ 111 石黒　結 いしぐろ　ゆい 小６ 中京ジムナスティッククラブ
12 村井　華乃 むらい　かの 中３ 笠松体操クラブ 112 土橋　ピピ どばし　ぴぴ 小６ 中京ジムナスティッククラブ

13 大岡　理沙 おおおか　りさ 中３ 中京ジムナスティッククラブ 113 岡部　陽奈 おかべ　ひな 小６ 中京ジムナスティッククラブ
14 苅谷　天音 かりや　あまね 中３ 中京ジムナスティッククラブ 114 片桐　結衣 かたぎり　ゆい 小６ 中京ジムナスティッククラブ
15 中井　杏奈 なかい　あんな 中３ 中京ジムナスティッククラブ 115 古閑　陽向 こが　ひなた 小６ 中京ジムナスティッククラブ
16 渡部　葉月 わたなべ　はづき 中２ 中京ジムナスティッククラブ 116 宮本　空奈 みやもと　そな 小５ 中京ジムナスティッククラブ
17 稲垣　茉優 いながき　まゆ 中３ 知多ドリーム体操クラブ 117 武重　陽咲 たけしげ　ひさき 小６ 中京ジムナスティッククラブ
18 山﨑　胡都 やまざき　こと 中２ 知多ドリーム体操クラブ 118 森　彩寧 もり　あやね 小６ 中京ジムナスティッククラブ
19 中島　楓琳 なかしま　かりん 中１ レジックスポーツ 119 水野　朱華 みずの　しゅか 小６ 笠松体操クラブ
20 加藤　凛 かとう　りん 中１ レジックスポーツ 120 中村　笑里 なかむら　えみり 小５ 笠松体操クラブ
21 槇林　凜 まきばやし　りん 中３ レジックスポーツ 121 大山　蒼來 おおやま　そら 小５ 笠松体操クラブ
22 笠原　有彩 かさはら　ありさ 中２ レジックスポーツ 122 野田　蒼葉 のだ　あおば 小５ 笠松体操クラブ
23 牛奥　小羽 うしおく　こはね 中２ レジックスポーツ 123 向井　祐月 むかい　ゆづき 小６ 石田体操クラブ
24 大口　愛莉 おおぐち　あいり 中１ レジックスポーツ 124 鈴木　真子 すずき　まこ 小６ サンスポーツクラブ竜城体操
25 加藤　青葉 かとう　あおば 中３ レジックスポーツ 125 小楠　舞子 おぐす　まいこ 小６ サンスポーツクラブ竜城体操
26 山本　実生 やまもと　みお 中３ レジックスポーツ 126 野村　珠優 のむら　みゆう 小６ サンスポーツクラブ竜城体操
27 三室　沙季 みむろ　さき 中３ レジックスポーツ 127 阿部 花音 あべ かのん 小６ ならわ体操クラブ
28 伊藤　玲那 いとう　れいな 中２ レジックスポーツ 128 尾之内 香鈴 おのうち かりん 小５ ならわ体操クラブ
29 大村　瑠里 おおむら　るり 中２ 中京ジムナスティッククラブ 129 梅本 咲和 うめもと さわ 小４ ならわ体操クラブ
30 鬼頭　春菜 きとう　はるな 中２ 中京ジムナスティッククラブ
31 須磨　結華 すま　ゆいか 中１ 中京ジムナスティッククラブ 区分 班 組 番号 氏　　　名 ひらがな 学年 所　　　属

201 浜嶋　菜々恵 はまじま　ななえ 中２ キッズワールド中国体操クラブ
202 内山　雛綺 うちやま　ひなき 中２ キッズワールド中国体操クラブ
203 稲熊　紗良 いなぐま　さら 中１ キッズワールド中国体操クラブ

2018.4.21 204 吉永　梨乃 よしなが　りの 中１ 笠松体操クラブ
愛知体操協会 205 上醉尾　心花 かみえのお　このか 中２ 知多ドリーム体操クラブ

206 浅野　華 あさの　らん 中１ 知多ドリーム体操クラブ
207 山崎　柚葉 やまさき　ゆずは 中１ 知多ドリーム体操クラブ
208 山下　海音 やました　あまね 中１ ならわ体操クラブ
209 江口　心乃 えぐち　ここの 中３ チャレンジ体操クラブ
210 岡山　千華 おかやま　ちはな 中３ チャレンジ体操クラブ
211 野々山　巴葉 ののやま　ともは 中１ チャレンジ体操クラブ
212 長﨑　里紗 ながさき　りさ 中２ 石田体操クラブ
213 榮　愛梨 さかえ　あいり 中１ 石田体操クラブ
214 江藤　真優 えとう　まゆ 中１ 中京ジムナスティッククラブ
215 梶田　百花 かじた　ももか 中１ 中京ジムナスティッククラブ

1 /1 216 松﨑　愛生 まつざき　いとは 中１ 中京ジムナスティッククラブ
217 笹田　夕姫乃 ささだ　ゆきの 中１ 体操クラブ ジムナスツ
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