
※大会は２パネルで進行します。

【ユースの部】

＜ユース１女子シングル部門＞ ＜ユース２女子シングル部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 愛知県 鬼頭 美帆 AE刈谷 1 静岡県 鈴木 清香 FLAT BACK

2 愛知県 蟹江 樹里 AE刈谷 2 愛知県 野田 陽香 AE刈谷

3 長野県 中村 千織 A.C. KURASHIKI 3 愛知県 柘植 晶予 AE刈谷

4 愛知県 渡辺 知夏 AE刈谷 4 静岡県 坂野 弘 青山社中

5 愛知県 嶺木 愛里 AE刈谷 5 愛知県 尾崎 菜央 AE刈谷

6 岐阜県 原 茉凜 FLAT BACK 6 愛知県 小倉 瑞稀 AE刈谷

7 三重県 北川 桃花 7 愛知県 黒田 彩希 AE刈谷

8 愛知県 寺門 花胡 AE刈谷 8 愛知県 藤谷 瑠菜 AE刈谷

9 長野県 茅野 莉絵 スポーツネットワークＳＡＭ 9 静岡県 兼子 紗英

10 愛知県 高橋 采里 AE刈谷 10 愛知県 高野 頌子 AE刈谷

11 愛知県 黒田 七菜 AE刈谷 11 静岡県 杉村 夏音

12 愛知県 高柳 光希 AE刈谷 12 静岡県 木戸 杏南

13 長野県 甘利 真那 13 愛知県 市岡 萌 AE刈谷

14 長野県 宇留賀 蓮華 A.C. KURASHIKI 14 愛知県 野畑 夏鈴メリーナ Studio 山本塾

15 愛知県 高柳 汐里 AE刈谷 15 長野県 青柳 依莉 A.C. KURASHIKI

16 岐阜県 仙野 七海 FLAT BACK 16 愛知県 平野 瑞季 AE刈谷

17 愛知県 野々山 芽依 AE刈谷 17 愛知県 中森 彩音 AE刈谷

18 静岡県 山裾 愛華 Studio 山本塾 18 静岡県 山本 凜

19 愛知県 田中 美羽 19 長野県 堀内 咲希 スポーツネットワークＳＡＭ

20 静岡県 植松 桃萌子

21 愛知県 藤谷 璃水 AE刈谷 ＜ユース2トリオ部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ

＜ユース１トリオ部門＞ 尾崎 菜央 AE刈谷

No. 都道府県 氏名 登録クラブ 野田 陽香 AE刈谷

吉本 悠太郎 OSKスポーツクラブ 藤谷 瑠菜 AE刈谷

塩飽 菜々花 OSKスポーツクラブ 齊藤 栞 OSKスポーツクラブ

武元 凜花 OSKスポーツクラブ 中谷 祈粋 OSKスポーツクラブ

鬼頭 美帆 AE刈谷 宮宗 萌 OSKスポーツクラブ

高柳 汐里 AE刈谷 生嶋 浩 HSエアロビックダンス

高柳 光希 AE刈谷 井手 亜希葉 HSエアロビックダンス

蟹江 樹里 AE刈谷 下村 朱璃 スポーツスタジオS.D.E. CITY

藤谷 璃水 AE刈谷 市岡 萌 AE刈谷

嶺木 愛里 AE刈谷 高野 頌子 AE刈谷

仙野 七海 FLAT BACK 柘植 晶予 AE刈谷

野々山 芽依 AE刈谷 奥谷 菜々子 ADVANCE 4

渡辺 知夏 AE刈谷 谷口 琴音 ADVANCE 4

黒田 七菜 AE刈谷 戸田 千晶 ADVANCE 4

高橋 采里 AE刈谷 中島 梨々花 くまとりA.G.C.

寺門 花胡 AE刈谷 東 真衣 くまとりA.G.C.

岡本 麻央 OSKスポーツクラブ 南 涼香 くまとりA.G.C.

櫻間 ゆい OSKスポーツクラブ 内城 亜沙子 WAC

山元 里桜 OSKスポーツクラブ 櫻井 美里 WAC

稲田 知陽 OSKスポーツクラブ 冨永 幸海 WAC

岩井 綾花 OSKスポーツクラブ 小倉 瑞稀 AE刈谷

河原 旭花 OSKスポーツクラブ 中森 彩音 AE刈谷

板倉 はな ADVANCE 4 平野 瑞季 AE刈谷

木谷 百花 ADVANCE 4 小浦 絵美里 くまとりA.G.C.

風呂谷 心花 ADVANCE 4 中川 未由希 くまとりA.G.C.

金丸 佳可 くまとりA.G.C. 東 祐衣 くまとりA.G.C.

木村 優希 くまとりA.G.C. 金子 実楓 S K J 

丸山 順子 くまとりA.G.C. 川路 莉奈 S K J 

矢羽々 朱梨 S K J 
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【シニアの部】

＜シニア男子シングル部門＞ ＜シニアミックスペア部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 愛知県 伊藤 誉人 Studio 山本塾 米倉	 久史

2 愛知県 小野 泰昌 八田	 宣子

3 石川県 安田 茂 FLASH 丹	 憲一 C.A.C.	 TOKYO

4 静岡県 山下 正紘 小松田	 葵 アステム湘南VIGOROUS

5 富山県 松村 憲男 FLASH 室川	 晃宏

室川	 佐代子

＜シニア女子シングル部門＞ 金井	 拓海 S	 K	 J	 

No. 都道府県 氏名 登録クラブ 北爪	 凜々 S	 K	 J	 

1 静岡県 清 里香 青山社中 中元	 圭剛 OSKスポーツクラブ

2 石川県 川崎 聡子 FLASH 徳田	 日南 OSKスポーツクラブ

3 石川県 新保 知子 FLASH

4 長野県 赤堀 涼香 スポーツネットワークＳＡＭ

5 長野県 赤沢 あゆみ スポーツネットワークＳＡＭ

6 静岡県 坂本 恵里菜

7 長野県 茅野 萌絵 スポーツネットワークＳＡＭ

8 石川県 背戸川 佳奈 FLASH

9 愛知県 竹下 菜々 Studio 山本塾

10 愛知県 松井 涼香 Studio 山本塾

11 愛知県 鈴木 美穂 Studio 山本塾

12 愛知県 小嶋 真由 Studio 山本塾

13 富山県 松森 璃乃 FLASH

14 静岡県 江本 そら 青山社中

15 愛知県 市川 陽菜 Studio 山本塾

16 愛知県 今泉 沙也佳 Studio 山本塾
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