
コンテストの部

【幼児】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 種　目

1 堀田　千夏 年中 アクア新体操クラブ 徒手

2 中本　万尋 年中 アクア新体操クラブ 徒手

3 木本咲友里 年中 アクア新体操クラブ 徒手

4 水野　はな 年長 アクア新体操クラブ 徒手

5 下司帆乃果 年長 アクア新体操クラブ 徒手

【１･２年生】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 種　目

1 髙橋羽衣美 小2 アクア新体操クラブ 徒手

2 七里　彩芭 小1 みやび新体操クラブ フープ

3 西村　心結 小2 アクア新体操クラブ 徒手

4 片山　心媛 小2 アクア新体操クラブ 徒手

5 小林凛々子 小2 みやび新体操クラブ フープ

6 岸上　璃胡 小1 アクア新体操クラブ 徒手

7 黒川　紗楽 小1 アクア新体操クラブ 徒手

8 川端菜乃香 小2 丹後リズム新体操クラブ 徒手

9 塩見　梨来 小2 アクア新体操クラブ 徒手

10 中野　　菫 小2 みやび新体操クラブ リボン

11 堀田　雪月 小1 アクア新体操クラブ 徒手

12 谷本菜々海 小1 アクア新体操クラブ 徒手

13 寺村　実桜 小1 みやび新体操クラブ フープ

14 西川　明里 小1 アクア新体操クラブ 徒手

15 小山にじ香 小2 アクア新体操クラブ 徒手

【3・４年生】

選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 種　目

1 谷口　怜美 小3 みやび新体操クラブ ロープ

2 寺田さや香 小3 アクア新体操クラブ ボール

3 川﨑　莉亜 小3 みやび新体操クラブ ボール

4 淡路　芽生 小4 アクア新体操クラブ ロープ

5 白土　桜子 小4 みやび新体操クラブ ロープ

6 濵岡　乙姫 小3 丹後リズム新体操クラブ ボール

7 林　未彩希 小3 みやび新体操クラブ ロープ

8 山口　真莉 小4 アクア新体操クラブ ロープ

9 大宿　友莉 小4 みやび新体操クラブ ボール

10 川端　夢子 小4 丹後リズム新体操クラブ ボール

11 井汲　愛華 小4 アクア新体操クラブ ロープ

12 大嶋　杏奈 小3 丹後リズム新体操クラブ ボール

13 川上　香凛 小4 みやび新体操クラブ ボール

14 木下　柚葉 小4 アクア新体操クラブ ロープ

15 山本　葉月 小４ みやび新体操クラブ ボール

16 上田　梨沙 小4 みやび新体操クラブ ロープ

17 足立　　純 小4 アクア新体操クラブ ボール

18 上田　梨緒 小4 みやび新体操クラブ ボール

19 赤西　里孔 小3 アクア新体操クラブ ロープ

20 安達万里子 小4 丹後リズム新体操クラブ ボール

21 木村　芽依 小4 みやび新体操クラブ ロープ

22 岡崎　結衣 小3 アクア新体操クラブ ロープ

23 吉田　莉緒 小4 丹後リズム新体操クラブ ボール



24 井上　莉江 小4 みやび新体操クラブ ボール

25 山﨑恵里奈 小4 アクア新体操クラブ ボール

26 中園　若愛 小４ みやび新体操クラブ ボール

【５･６年生】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 種　目

1 四方えりか 小５ アクア新体操クラブ フープ

2 橋本　　爽 小５ 丹後リズム新体操クラブ フープ

3 浅井　佳穂 小６ みやび新体操クラブ フープ

4 芦田　柊里 小５ アクア新体操クラブ クラブ

5 山田　寿菜 小５ みやび新体操クラブ リボン

6 濵岡　千幸 小６ 丹後リズム新体操クラブ フープ

7 宮下　紗羽 小５ アクア新体操クラブ リボン

8 國府なぎさ 小５ みやび新体操クラブ リボン

9 上林　柚月 小６ 丹後リズム新体操クラブ フープ

10 榊原　明澄 小６ アクア新体操クラブ ロープ

11 村田　美月 小６ みやび新体操クラブ フープ

【徒手団体】
クラブ名 選　　手　　名

1 アクア　　　　　　　　新
体操クラブLittle 

寺田さや香（小３） 内田　杏奈（小２） 小山にじ香（小２）

髙橋羽衣美（小２）

2 みやび　　　　　　新体
操クラブ

水戸　陽愛（小６） 松岡　瑠莉（小５） 中園　若愛（小４）

磯部　美空（小４） 山本　葉月（小４）

3 アクア　　　　　　　　新
体操クラブ 

榊原　明澄（小6） 芦田　柊里（小５） 四方えりか（小５）

後藤　愛里（小５） 宮下　紗羽(小５）

4 奈良YMCA　　　　　新
体操クラブ

田中　陽向（小６） 北東　愛和（小６） 森　　姫乃（小５）

池谷　遙菜（小４） 岡部　愛子（小４）



競技の部

【ジュニア団体】
クラブ名 選　　手　　名 得点

1 みやび新体操　　　　
クラブ

干場知優里（中２） 大野　真琴（中２） 佐竹　胡々（中２）

川﨑　早菜(小６） 堀川　紅葉(小６）

【キッズ】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 得　点

1 内田　杏奈 小２ アクア新体操クラブ

2 堀川　心葉 小２ みやび新体操クラブ

3 田中　梨心 小２ WMO新体操クラブ

【チャイルド　ロープ】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 得　点

1 桑下　瑞希 小３ 奈良YMCA新体操クラブ

2 國府みさき 小３ みやび新体操クラブ

3 二本松美音 小３ アクア新体操クラブ

4 山田　瑚夏 小４ WMO新体操クラブ

5 稲田　梨乃 小４ アクア新体操クラブ

6 磯部　美空 小４ みやび新体操クラブ

7 今市菜々香 小４ 奈良YMCA新体操クラブ

8 岸本　星渚 小４ みやび新体操クラブ

【ジュニア　フープ】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 得　点

1 野々村　奏 小６ 奈良YMCA新体操クラブ

2 井上　天音 中１ 丹後リズム新体操クラブ

3 樋口　夢来 中１ SEIBO
4 五百　日和 小６ 奈良YMCA新体操クラブ

5 藤川未月輝 中２ SEIBO
6 安井 さとり 中１ 奈良YMCA新体操クラブ

7 佐竹　胡々 中２ みやび新体操クラブ

8 半田　萌映 中２ WMO新体操クラブ

【ジュニア　ボール】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 得　点

1 松岡　瑠莉 小５ みやび新体操クラブ

2 竹村　苺美 小６ Team　KaidaRG
3 林　　澄佳 小６ アクア新体操クラブ

4 廣崎　まり 中１ SEIBO
5 灘　　瑞貴 小６ Team　KaidaRG
6 千賀　はる 中３ WMO新体操クラブ

7 井ノ口 きら 中２ ジュリアスR♡G
8 藤本　夏花 中２ 奈良YMCA新体操クラブ

9 松岡　世莉 中２ SEIBO
10 朝田絵理奈 中２ 奈良YMCA新体操クラブ

11 大野　真琴 中２ みやび新体操クラブ

12 了舟　彩心 中２ ジュリアスR♡G
13 山口あおい 中２ 奈良YMCA新体操クラブ

【ジュニア　クラブ】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 得　点



1 水戸　陽愛 小６ みやび新体操クラブ

2 上田　朋香 小５ Team　KaidaRG
3 藪　　美有 中１ SEIBO

【ジュニア　リボン】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 得　点

1 後藤　愛里 小５ アクア新体操クラブ

2 米沢　彩未 小５ SEIBO
3 後藤由衣菜 小６ アクア新体操クラブ

4 中村　汐里 中２ SEIBO
5 向井　満帆 中２ アクア新体操クラブ

6 堀川　紅葉 小６ みやび新体操クラブ

7 上山　　楓 中３ アクア新体操クラブ

8 川崎　早菜 小６ みやび新体操クラブ

9 干場知優里 中２ みやび新体操クラブ

【シニア　フープ・ボール】
選　　手　　名 学　年 ク　ラ　ブ　名 フープ得点 ボール得点

1 梅田帆乃佳 高１ 丹後リズム新体操クラブ 1
2 岩井　桃香 高１ SEIBO 17 2
3 藤本　亜衣 高１ SEIBO 3 18
4 山下　有菜 中３ ジュリアスR♡G 19 4
5 吉村　美柚 高１ SEIBO 5 20
6 山名摩祐利 高１ SEIBO 21 6
7 山川　楓生 高１ SEIBO 7 22
8 木本　和沙 高１ みやび新体操クラブ 23 8
9 河田　花奈 高１ SEIBO 9 24
10 岩橋　美音 高１ SEIBO 25 10
11 濱田瑠美奈 高３ WMO新体操クラブ 26
12 殿山　梨奈 中３ ジュリアスR♡G 11 28
13 吉田　芽生 高１ Team　KaidaRG 27 12
14 植田あゆ美 高１ みやび新体操クラブ 13 30
15 小西野乃花 中３ みやび新体操クラブ 29 14
16 宮崎　小雪 大２ みやび新体操クラブ 15 32
17 西川亜梨沙 大１ みやび新体操クラブ 31 16



競 技 日 程

開館～9:20 フリーアップ

9:20～9：25 開会式

9:30～12：15 コンテストの部競技

12：15～１3：15 昼休憩　競技の部チャイルド・ジュニア・シニア　フリーアップ

13：20～13：35 コンテストの部表彰式

13：40～14：45 競技の部開始　ジュニア団体・チャイルド・キッズ・ジュニアフープ競技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14：55～16：30 ジュニアボール・クラブ・リボン競技

16：40～18：30 シニア競技

準備が出来次第 チャイルド・ジュニア・シニア表彰式・閉会式　

※　競技進行状況により、時程は変更になる場合があります。なお、競技終了予定の時間が遅いため、競技進
行が早くなった場合は、時程を早めて進行させていただきます。


