
出場選手

ユース1女子シングル(11〜13歳) ユース2女子シングル(14〜16歳)

No. 大会 都道府県 名前 フリガナ JAF登録クラブ No. 大会 都道府県 名前 フリガナ JAF登録クラブ

1 富山 岡山県 橋本 希海 ハシモト ノア OSKスポーツクラブ 1 静岡 神奈川県 今村 菜子 イマムラ ナコ アステム湘南VIGOROUS

2 大阪 愛知県 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ AE刈谷 2 鳥取 岡山県 齊藤 栞 サイトウ シオリ OSKスポーツクラブ

3 静岡 岡山県 川上 葉留咲 カワカミ ハルサ OSKスポーツクラブ 3 福岡 神奈川県 安保 彩華 アンボ アヤカ

4 北東京 東京都 石原 菜月 イシハラ ナヅキ A.G.T. グリーンHOP 4 北海道 大阪府 東 真衣 ヒガシ マイ くまとりA.G.C.

5 埼玉 群馬県 橋爪 里於 ハシヅメ リオ S K J 5 北東京 神奈川県 大野 瑠菜 オオノ ルナ

6 宮城 東京都 栗原 結衣 クリハラ ユイ A.G.T. グリーンHOP 6 静岡 群馬県 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 

7 福岡 岡山県 塩飽 菜々花 シワク ナナハ OSKスポーツクラブ 7 北海道 福岡県 竹元 理穂 タケモト リホ

8 静岡 愛知県 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷 8 埼玉 東京都 星野 楓 ホシノ カエデ A.G.T. グリーンHOP

9 北海道 神奈川県 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 9 南東京 岡山県 宮宗 萌 ミヤムネ モエ OSKスポーツクラブ

10 鳥取 和歌山県 岩城 未緒 イワキ ミオ 10 大阪 神奈川県 北村 さくら キタムラ サクラ

11 北海道 福岡県 西田 彩乃 ニシダ アヤノ 11 静岡 神奈川県 鈴木 風菜 スズキ フウナ アステム湘南VIGOROUS

12 鳥取 岡山県 山元 里桜 ヤマモト リオ OSKスポーツクラブ 12 大阪 愛知県 中森 彩音 ナカモリ アヤネ AE刈谷

13 福岡 大阪府 井上 明音 イノウエ ハルネ くまとりA.G.C. 13 宮城 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

14 南東京 岡山県 齊藤 蓮 サイトウ レン OSKスポーツクラブ 14 大阪 大阪府 中島 梨々花 ナカシマ リリカ くまとりA.G.C.

15 南東京 岡山県 安井 真美 ヤスイ マミ OSKスポーツクラブ 15 鳥取 岡山県 櫻間 まい サクラマ マイ OSKスポーツクラブ

16 福岡 福岡県 松井 愛香 マツイ マナカ Free Throwエアロビッククラブ 16 埼玉 群馬県 川路 莉奈 カワジ リナ S K J 

17 大阪 愛知県 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ AE刈谷 17 鳥取 岡山県 中谷 祈粋 ナカタニ キサキ OSKスポーツクラブ

18 宮城 山形県 小林 莉乃 コバヤシ リノ HK エアロビクトリー 18 富山 福岡県 梶原 遥 カジワラ ハルカ

19 南東京 岡山県 海原 百花 カイハラ モモカ OSKスポーツクラブ 19 福岡 長崎県 井手 亜希葉 イデ アキハ HSエアロビックダンス

20 富山 大阪府 井上 優里和 イノウエ ユリナ くまとりA.G.C. 20 埼玉 群馬県 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ S K J 

21 静岡 静岡県 山裾 愛華 ヤマスソ マナカ Studio 山本塾 21 南東京 群馬県 宮島 果音 ミヤジマ カノン エアロビックアスリートチーム ジムナ

22 鳥取 岡山県 岡本 麻央 オカモト マオ OSKスポーツクラブ 22 福岡 福岡県 佐野 椎菜 サノ シイナ スポーツスタジオS.D.E. CITY

23 大阪 香川県 菊池 桃子 キクチ モモコ BREEZE 23 北東京 山形県 鈴木 真奈 スズキ マナ HK エアロビクトリー

24 埼玉 東京都 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP 24 富山 大阪府 南 涼香 ミナミ スズカ くまとりA.G.C.

25 北東京 岡山県 青木 麻奈 アオキ マナ OSKスポーツクラブ 25 南東京 群馬県 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 

26 埼玉 東京都 中川 千咲季 ナカガワ チサキ A.G.T. グリーンHOP 26 宮城 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


