
出場選手

ジュニアトリオ(〜10歳) ユース1グループ部門(11〜13歳)	 	 	 

神奈川県 小澤 ひな子 オザワ ヒナコ 岡山県 江尻 麻尋 エジリ マヒロ BREEZE

神奈川県 甲斐 愛梨 カイ アイリ 香川県 菊池 桃子 キクチ モモコ BREEZE

神奈川県 関 亜咲 セキ アサキ 岡山県 新谷 彩華 シンタニ アヤカ BREEZE

愛知県 黒田 七菜 クロダ ナナ AE刈谷 香川県 多田 奏音 タダ カノン BREEZE

愛知県 嶺木 愛里 ミネキ アイリ AE刈谷 岡山県 山根 真春 ヤマネ マハル BREEZE

岐阜県 古山 奏 フルヤマ カナデ FLAT BACK 愛知県 鬼頭 美帆 キトウ ミホ AE刈谷

岡山県 水川 綾乃 ミズカワ アヤノ BREEZE 愛知県 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ AE刈谷

岡山県 水元 優来 ミズモト ユラ BREEZE 愛知県 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ AE刈谷

岡山県 新谷 遙華 シンタニ ハルカ BREEZE 愛知県 中森 彩音 ナカモリ アヤネ AE刈谷

大阪府 小浦 麻莉亜 コウラ マリア くまとりA.G.C. 愛知県 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷

大阪府 佐阪 真那 ササカ チナ くまとりA.G.C. 岡山県 岡本 麻央 オカモト マオ OSKスポーツクラブ

大阪府 田中 美有 タナカ ミウ くまとりA.G.C. 岡山県 海原 百花 カイハラ モモカ OSKスポーツクラブ

岡山県 川上 葉留咲 カワカミ ハルサ OSKスポーツクラブ 岡山県 齊藤 蓮 サイトウ レン OSKスポーツクラブ

岡山県 間野 萌花 マノ モエカ OSKスポーツクラブ 岡山県 安井 真美 ヤスイ マミ OSKスポーツクラブ

岡山県 伊久 爾子 コレヒサ ニコ OSKスポーツクラブ 岡山県 山元 里桜 ヤマモト リオ OSKスポーツクラブ

神奈川県 野村 純子 ノムラ ジュンコ WAC 大阪府 井上 明音 イノウエ ハルネ くまとりA.G.C.

神奈川県 藤園 瑠海 フジゾノ ルカ WAC 大阪府 金丸 佳可 カネマル ヨシカ くまとりA.G.C.

神奈川県 高橋 ちひろ タカハシ チヒロ WAC 大阪府 木村 優希 キムラ ユキ くまとりA.G.C.

愛知県 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ AE刈谷 大阪府 丸山 順子 マルヤマ ジュンコ くまとりA.G.C.

愛知県 藤井 渚瑠 フジイ ナル AE刈谷 大阪府 山本 菜月 ヤマモト ナツキ くまとりA.G.C.

愛知県 鍔本 菜々子 ツバモト ナナコ AE刈谷

岡山県 小林 優良 コバヤシ ユラ BREEZE 

岡山県 沖津 咲妃 オキツ サキ BREEZE 

岡山県 藤原 歩生 フジワラ アイ BREEZE 

岡山県 惣市 はるか ソウイチ ハルカ OSKスポーツクラブ

岡山県 加藤 育子 カトウ ナルミ OSKスポーツクラブ

岡山県 西ノ薗 まひろ ニシノソノ マヒロ OSKスポーツクラブ

愛知県 時田 真歩 トキタ マホ AE刈谷 群馬県 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ S K J 

愛知県 高橋 采里 タカハシ サリ AE刈谷 群馬県 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 

愛知県 正木 愛華 マサキ マナカ AE刈谷 群馬県 川路 莉奈 カワジ リナ S K J 

神奈川県 眞岡 優美 マオカ ナツミ 群馬県 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 

神奈川県 吉田 愛佳 ヨシダ アイカ 群馬県 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 

神奈川県 今井 咲月 イマイ サツキ 群馬県 河合 翔 カワイ ショウ エアロビックアスリートチーム ジムナ

岡山県 難波 さな ナンバ サナ OSKスポーツクラブ 群馬県 岡野 友香 オカノ ユカ エアロビックアスリートチーム ジムナ

岡山県 高橋 綴木 タカハシ ツヅキ OSKスポーツクラブ 群馬県 澁谷 美月 シブヤ ミヅキ エアロビックアスリートチーム ジムナ

岡山県 木口 りおな キグチ リオナ OSKスポーツクラブ 福島県 浜田 陽菜 ハマダ ヒナ エアロビックアスリートチーム ジムナ

熊本県 川畑 結愛 カワバタ ユイ Team OHMURA 群馬県 増田 りさこ マスダ リサコ エアロビックアスリートチーム ジムナ

熊本県 川畑 光佳流 カワバタ ヒカル Team OHMURA

福岡県 奈須 彩花 ナス サイカ 

群馬県 清村 菜々美 シムラ ナナミ エアロビックアスリートチーム ジムナ

群馬県 岡崎 恋遥 オカザキ レンカ エアロビックアスリートチーム ジムナ

群馬県 白石 実生 シロイシ ミウ エアロビックアスリートチーム ジムナ

宮城県 小坂 佐織 コサカ サオリ

宮城県 島 椿空  シマ チヒロ 

宮城県 小野寺 結宇 オノデラ ユウ 

岡山県 惣市 華 ソウイチ ハナ OSKスポーツクラブ

岡山県 釜田 芽依 カマダ メイ OSKスポーツクラブ

岡山県 木下 美咲 キノシタ ミサキ OSKスポーツクラブ

愛知県 蟹江 樹里 カニエ ジュリ AE刈谷

愛知県 寺門 花胡 テラカド ハナコ AE刈谷

愛知県 野々山 芽依 ノノヤマ メイ AE刈谷

福岡県 松井 愛香 マツイ マナカ Free Throwエアロビッククラブ 

福岡県 吉田 雛子 ヨシダ ヒナコ Free Throwエアロビッククラブ 

福岡県 河野 莉娃 カワノ リア Free Throwエアロビッククラブ 

大阪府 義元 千春 ヨシモト チハル くまとりA.G.C.

大阪府 長谷川 由依 ハセガワ ユイ くまとりA.G.C.

大阪府 向井 檎奈 ムカイ コナ くまとりA.G.C.

東京都 小池 美月 コイケ ミヅキ A.G.T. グリーンHOP

東京都 戸村 花 トムラ ハナ A.G.T. グリーンHOP

千葉県 佐伯 恭佳 サエキ キョウカ A.G.T. グリーンHOP

岡山県 湯浅 歩乃実 ユアサ ホノミ OSKスポーツクラブ

岡山県 塩飽 菜々花 シワク ナナハ OSKスポーツクラブ

岡山県 真鍋 明好 マナベ メイ OSKスポーツクラブ
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