
女子　団体競技

藤井　栞那 芦埜　遥南 杉山　綺弥

沼田　珠羽 藤沼　明弓

古俣　結音 二本柳 小花 中村 百合愛 後藤　舞桜

臼倉　詩織 惣山　結菜 川坂　花音

井上　葵 菱川　安優 盛　日々歩 柴田　愛来

割田　真優 吉野　沓

渡邉　夏妃 関根　美詩 髙橋　桃花

戸部 真璃亜 加藤　星

飯野　有咲 小林　舞美 倉澤　琴美 佐藤　華夏

秋葉　千愛 北澤　彩

松本　そら 大村 玲美奈 馬場　　涼凪 塩谷　杏奈

大塚　香音 椙山　結月

松川　璃瑠 平林　紗良 平林　凛 鈴木　和奏

池部　結 中野　紗希

榎本　るな 正鋳　真優 遠藤　麻凉 長谷川 結菜

河辺　瑠名 定直　美羽

飯塚　桃子 岩崎　叶実 浅井　優月 鈴木　樹和

栗栖　叶実 原田　菜名 西澤　采芭

逸見 莉里花 新立　惺菜 黒澤　千怜 新井　晴香

根岸　胡羽 児玉　幸萌

長島　杏莉 田中　樹来 田中　樹莉 國松　優衣

石丸　瑠菜 工藤　美海 矢地　円佳

照内　実吹 宮本　紗衣　 江藤　柑七

島田　幸希 安田　桃果

栗原　蒼奈 高橋　葉月 佐々木 莉那 黒田　姫花

久保田 弥菜 本田 つぐみ 須賀　愛梨

大沼　咲樂 岡田　陽日 加藤　咲羽 曽我部 心陽

佐久間 花音 中野　蓮 河合　虹子

岩﨑 菜月実 小林　楓佳 谷津田 美羽 浅野　心粋

平栗　沙英 丹治　姫乃 萩原 なつめ

※関東大会は上位２チームが予選通過となる

佐藤　唯芽 木村　瑚彩 船水　彩羽

吉野　晏 原田　育実

桐谷　真優 早川 ひかり 荒井　萌花 岡本　さほ

福田　涼花 早川 あかり

小島　聖夏     峯村 ひなた　 渡邊 さくら 土屋　杏実

高橋　聖奈 山口　真侑 井部　愛果

三谷　佳帆 市川　結彩 阪口　芹莉

山口　千裕 山増　栞菜

中島　綺美 櫻井　遥望 鈴木　汐織

村中　李果 渡邊　裕真

小久保 陽莉 岡本　咲菜 杉下　花陽

窪田　杏椛 窪田　柊香

村瀬　葵 宗近　美来 内藤　咲月 内藤　葵月

長島　楓恋 中村 真珠愛 惣山　愛未

竹内 あかり 大久保　蓮 浅野　怜奈

佐久間 帆香 髙橋 くるみ

日水　茉奈 北林　咲空 大石 梨衣奈 石田　柚子

石田　杏子 菅谷　莉心

川城 伊芙季 高橋　志織 小林 愛音來 畑中　彩香

福澤　花歩 安西　琴音

大橋　菜帆 吉田　永遠 橘　花音 久慈 ゆきの

徳永　咲輝 亀田 いちか 藤原　唯愛

大塚　美音 照内　好実 藤江　優美

吉野　真緒 渡辺　心彩

北野　雪月 野島　海月 日朝　莉子 由留部 心優

嘉儀　優菜 大西　良

榎本 もみじ 川田　優来 保手 まどか 林　夢歩

赤瀬　杏 箱崎　美樹 熊谷　彩花

順位 団　　体　　名

県陽ジュニアクラブ

ＳＯＫＡ　Ｒ．Ｇ

3

補　欠

ちあふる新体操クラブ

岩槻ジュニア新体操クラブ

10

得　点

6.65

7.95

5.00

9.95

8.10

2.10

3.55

11.20

9.70

9.25

9

11 ちあふる新体操クラブ

14 ＳＯＫＡ　Ｒ．Ｇ

12 ちあふる東川口RG

Ｄ・Ｏ・Ａ　Ｒ・Ｇふじみ野

3 パステルRG

8 ＳＡＴＴＥ新体操クラブ

11

14

リボンサークル

団　　体　　名 選　　　手　　　名　（　補　　欠　　名　）

4

5

順位

県陽クラブ

2

15

1

6 新体操いるまジュニア

2.70

13

10

4.50

3.30

7 草加ジュニア新体操クラブ

2.10

2.50

4.70

5.05

3.60

ウエルネス新体操クラブ

ＡＳＣ　Ｊｒ

ひこばえＲＧ

ＯＳＫジュニアＲＧ

ＡＳＣ

2.30

3.00

8.70

5.00

4.85

5.95

3.60

5.25新体操サークル入間

5.20Ｄ・Ｏ・Ａ　Ｒ・Ｇクラブ

7.30

6.75

得　点

ちちぶ新体操クラブ

第３４回　埼玉県ジュニア新体操選手権大会
令和元年 ７月 １５日(月)　　　　　秩父市文化体育センター

ジュニア　Ａ　　『 リボン × ５ 』

ジュニア　Ｂ　　　『 ロープ × ５ 』

9

2

ＴＩＮＫ　ＲＧ

草加ジュニア新体操クラブ

7 ＳＡＴＴＥリボンクラブ

関

東

通

過

選　　　手　　　名　

13

5

ちあふる東川口RG

ＴＩＮＫ　Ｊｒ　ＲＧ

ＳＡＴＴＥ新体操クラブ

8 ＯＳＫ新体操スクール

4

12

6

1



羽生　海音 加藤　生奈 安藤　和佳 岡崎　結愛

押田　瑠奈 橋本　萌唯

島嵜 瑛里亜 笠原　莉夢 根岸　美羽 柿境　優花

相馬　花音 布施 莉音央 黒沢　羽琉
16 ちちぶ新体操クラブ

15 ひこばえＲＧ

1.20

1.70


