
第41回　県ジュニア　新体操女子　団体 R1.6.1(土) 場所：富士川体育館 【速報１】

鈴木　苺香 中３ 西田　沙矢 中２

倉嶋りいな 中１ 杉山桃々葉 中１

小川　琴羽 小６

築地　璃実 中２ 小笠原万桜 中１

井戸口晴々 中３ 鈴木　陽月 中１

菅野　桃愛 中３

長田　小雪 中１

深津　円花 中３ 鈴木　真帆 中２

水品　　礼 中３ 鈴木　暖菜 中２

鈴木　麻央 中2

稲葉　美海 中２

金子　七望 中２ 河原崎優乃 中２

鈴木　香音 中２ 安本ひなた 中２

小林　優月 中２

小寺　芽衣 中１

大川　咲那 中３ 富士岡月海 中３

佐々木楓夏 中３ 志田　菜香 中２

大畑　恋奈 中３

松永くるみ 中３

小林　玲菜 中２ 保科　百花 中１

上野　由葉 中２ 田邉　真凛 中１

宮永ひかり 中２

増田　　葵 中２ 石川　千鶴 中２

榛葉　千桜 中1 落合くるみ 小６

上倉　実咲 小６

大橋　柚乃 小６

野中　里音 中３ 森　　結菜 中2

佐野　千紘 中３ 村松　　京 中2

根津このか 中３

柴田　幸咲 中２

大石　　遥 中1 塚本　光南 中1

中村　好花 中1 松井杏花梨 中1

法月　椛乃 中1

嶋田さゆり 中３ 望月紗玖羅 中３

宝来くるみ 中３ 渡辺　七海 中３

藤井瑠理香 中３

油谷　咲希 中２

岡本　　萌 中３ 倉沢　瑠那 中３

逢坂　　渓 中３ 鈴木日良里 中３

高田　侑希 中2

生駒　花奈 中２

岩﨑　莉奈 中３ 神谷　実来 中３

岡部　紗佳 中３ 出口咲彩乃 中２

貫井　咲希 中３

清水　颯樹 中２

池田　萌香 中3 塩澤　侑芽 中2

清水　結羽 中３ 山下　　萌 中２

小池　咲衣 中2

萩本　　結 中２

長澤　里実 中２ 増田　花音 中２

望月　春菜 中２ 星川　美空 中２

稲葉 こころ 中２

竹田　海南 中３ 小林日菜多 中３

北原　百桃 中３ 高塚　菜緒 中２

大石　侑未 中2

萩本　　結 中２

松山　芽以 中３ 宮城島　悠 中２

海野　　侑 中３ 岩本　佐知 中２

鈴木　　杏 中３
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