
 

第１３回

アクア新体操クラブ演技発表会 

平成３０年３月１８日（日） 

開場 PM１：３０  開演 PM２：００ 

場所 三段池総合体育館 

主催 アクア新体操クラブ 

後援 福知山市 

 

個人総合　 ６ 位 出場

優勝

優勝

個人総合 ２ 位

競技の部ジュ ニア　 リ ボン ４ 位入賞 上山　 　 楓

ジュ ニア種目別フ ープ ６ 位入賞 向井　 満帆

６ 位入賞 後藤由衣菜

ジュ ニア種目別ボール ５位入賞 林　 澄佳

第 5 回　 京都新体操ク ラ ブ選手権大会　 　 期日：11月3日　 　 会場：向日市民体育館

内田　 杏奈
競技の部チャ イ ルド 優勝 二本松美音

３ 位入賞 稲田　 梨乃

二本松美音

中学 ２ 年生の部 個人総合優勝 向井　 満帆 （南陵中）

レッ スン時間帯は電話対応ができ ないこ と があり ます。
※金 ・ 土曜日は中高生ク ラ ス ・ 選手ク ラ スのみ

月曜日～火曜日　 　 　  長田野体育館     木曜日～土曜日　 　     福知山市民体育館

　 連絡先　
Ｔel／Fax  0773(23)3325　　携帯　090(2105)8267

　 練習場所　

アド レス：kirakira@smile-aqua.com　 　 HPアド レス：http//smile-aqua.com
代表・コ ーチ　 　 内田　 典子

第 8 回　 アク アカ ッ プ　 　 期日：10月15日　 会場：三段池総合体育館

中学 ３ 年生の部 上山　 　 楓 （日新中）

高校 ３ 年生の部 個人総合優勝 髙木　 友理

コ ンテスト １ ． ２ 年の部　 （雀部小 １ 年）

競技の部　 キッ ズ

アク ア賞 小山にじ 香

２ 位

平成29年度　 大会成績

平成29年度京都府高等学校体操 ・ 新体操春季大会 期日：6月3日～6月4日 会場：向日市民体育館

髙木　 友理 (成美高校3年）

５ 位　 入賞 内田　 杏奈 （惇明小２年）

チャ イ ルド の部

ジュ ニア　 リ ボンの部 林　 　 澄佳 （遷喬小６年）

二本松美音
稲田　 梨乃 （大正小４年）

近畿高等学校新体操選手権大会

第40回　 京都府民総合体育大会　 期日：8月9日～11日　 会場：向日市民体育館

３ 位　 入賞 （惇明小３年）
４ 位　 入賞

５ 位　 入賞 後藤由衣菜 （下六人部小６年）
ジュ ニア団体の部 林　 澄佳 ・ 後藤由衣菜 ・ 後藤愛里 (下六人部小５年）・ 稲田　 梨乃

無料体験隋時受付中！！
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（徒手）

稲田　梨乃 向井　満帆（ボール）（徒手）

Ｐｒｏｇｒａｍ－プログラム－

アクアカップ幼児の部演技（徒手）

上山　　楓（ボール）二本松美音 （徒手）

桐村　彩花 黒川　紗楽 谷本菜々海

（リボン）

小山にじ香 林　　澄佳（リボン）内田　杏奈 （徒手） 後藤由衣菜（リボン）

西川　明里 堀田　雪月

林　　澄佳

オープニング（徒手）／全クラス

選手クラス個人演技

アクアカップ１・２年生の部演技（徒手）

下司帆乃果 水野　はな 木本咲友里 中本　万尋 堀田　千夏 白石　珠絵

（フープ）

アクアカップ３・４年生の部演技（ボール）

アクアカップ３・４年生の部演技（ロープ）

木下　柚葉 山口　真莉 赤西　里孔 岡崎　結衣

岸上　璃胡

選手クラス個人演技

　　Ｐｒｏｇｒａｍ－プログラム－ Aqua Rhythmic gymnastics club

アクアカップ１・２年生の部演技（徒手）

選手クラス個人演技

２９年度大会入賞演技

（リボン）

宮下　紗羽

アクアカップ５・６年の部演技

足立　　純 山﨑恵里奈 寺田さや香

内田　杏奈（ハット）稲田　梨乃（ボール）後藤　愛里

井汲　愛華

（フープ） 二本松美音（ロープ） 後藤由衣菜（フープ）

片山　心媛 塩見　梨来 髙橋羽衣美 西村　心結 森本茉美花

向井　満帆（クラブ） 上山　　楓（フープ） 髙木　友理（クラブ）

榊原　明澄（ロープ）四方えりか（フープ）芦田　柊里（クラブ）

髙木　友理

祐香コーチ

模範演技

（リボン）
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火曜日児童クラス（クラブ）

選手クラス（フープ）

淡路　芽生足立　　純 井汲　愛華 奈里恵﨑山羽紗　下宮里柊　田芦

下司帆乃果 中本　万尋 堀田　千夏

髙木　友理 上山　　楓 向井　満帆 林　　澄佳後藤由衣菜

月曜日児童クラス（ボール）

全体演技（ロープ）/全クラス

月曜日児童クラス（フープ）

木曜日幼児クラス（ボール）

火曜日児童クラス（リボン）

海々菜本谷香じに山小 月雪　田堀胡璃　上岸

火曜日幼児クラス（リボン）

水野　はな 木本咲友里 白石　珠絵

後藤　愛里 稲田　梨乃

二本松美音 内田　杏奈

小山にじ香 塩見　梨来 髙橋羽衣美 西村　心結 森本茉美花 黒川　紗楽 西川　明里

髙木　友理

エンディング～風の神の歌～（ゴース）/全クラス

芦田　柊里 宮下　紗羽 木下　柚葉 山口　真莉

木曜日児童クラス（クラブ＆リボン）

榊原　明澄 四方えりか 赤西　里孔 寺田さや香

桐村　彩花 堀田　雪月

村上　祐香

片山　心媛 髙橋羽衣美

岡崎　結衣

卒業生演技

木曜日児童クラス（フープ）
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