
試技順 県 性 氏名 チーム名 種目 演技時間 試技順 県 性 氏名 チーム名 種目 演技時間

1 三重 女 伊藤　未侑 Sorae フープ 12:40 49 三重 女 佐藤　澪來 AnimonRG フープ 14:16

2 三重 男 立木拓登 Leo RG リング 12:42 50 三重 男 関戸銀児 Leo RG リング 14:18

3 三重 女 池内　結加 Atawa.R.G.C リボン 12:44 51 三重 女 磯部　結愛 Sorae リボン 14:20

4 三重 男 佐川玄太 Leo RG ロープ 12:46 52 三重 男 山本響士朗 Leo RG ロープ 14:22

5 愛知 女 後藤　茉優 ハーモニー新体操クラブ フープ 12:48 53 愛知 女 早坂　菜央 ステップ愛知 フープ 14:24

6 愛知 男 藤井 湊也 Rise Art Gymnastics リング 12:50 54 愛知 男 藤城 壮 武豊町立武豊中学校 リング 14:26

7 愛知 女 大村　雪乃 HEARTS リボン 12:52 55 愛知 女 鶴田　芽生 名女大Jr新体操クラブ リボン 14:28

8 愛知 男 吉田 怜央 Rise Art Gymnastics ロープ 12:54 56 愛知 男 加藤　慧士 阿久比新体操クラブ ロープ 14:30

9 静岡 女 杉山桃々葉 島田ジュニア フープ 12:56 57 静岡 女 渡邊　心愛 アンジュRG/城南静岡中学 フープ 14:32

10 静岡 男 井澤紘太 島田ジュニア リング 12:58 58 静岡 男 芦川友海 ベルーガすぽーつくらぶ リング 14:34

11 静岡 女 小澤　江奈 アンジュRG リボン 13:00 59 静岡 女 嶋村　美燿 R.G.C富士スターリス リボン 14:36

12 静岡 男 鈴木亮多 ベルーガすぽーつくらぶ ロープ 13:02 60 静岡 男 八木琉太 島田ジュニア ロープ 14:38

13 岐阜 女 高橋　乃々 ALFA フープ 13:04 61 岐阜 女 佐野　璃胡 Swaro.RG フープ 14:40

14 岐阜 男 高橋定暉 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ リング 13:06 62 岐阜 男 丸山一休 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ リング 14:42

15 岐阜 女 杉山さらさ ALFA リボン 13:08 63 岐阜 女 石田　美結 大垣共立銀行OKB体操クラブ リボン 14:44

16 岐阜 男 高橋來知 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ロープ 13:10 64 岐阜 男 長瀬　羚 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ロープ 14:46

17 三重 女 直井　優花 AnimonRG フープ 13:12 65 三重 女 池内　結加 Atawa.R.G.C フープ 14:55

18 三重 男 佐川玄太 Leo RG リング 13:14 66 三重 女 伊藤　未侑 Sorae リボン 14:58

19 三重 女 柘植　萌美 AnimonRG リボン 13:16 67 愛知 女 大村　雪乃 HEARTS フープ 15:01

20 三重 男 立木拓登 Leo RG ロープ 13:18 68 愛知 女 後藤　茉優 ハーモニー新体操クラブ リボン 15:04

21 愛知 女 進藤　未鼓 名女大Jr新体操クラブ フープ 13:20 69 静岡 女 小澤　江奈 アンジュRG フープ 15:07

22 愛知 男 吉田 怜央 Rise Art Gymnastics リング 13:22 70 静岡 女 杉山桃々葉 島田ジュニア リボン 15:10

23 愛知 女 加藤　乙叶 チェルシーRGC リボン 13:24 71 岐阜 女 杉山さらさ ALFA フープ 15:13

24 愛知 男 藤井 湊也 Rise Art Gymnastics ロープ 13:26 72 岐阜 女 高橋　乃々 ALFA リボン 15:16

25 静岡 女 安川　紋菜 ローザ新体操クラブ フープ 13:28 73 三重 女 柘植　萌美 AnimonRG フープ 15:19

26 静岡 男 鈴木亮多 ベルーガすぽーつくらぶ リング 13:30 74 三重 女 直井　優花 AnimonRG リボン 15:22

27 静岡 女 小川　琴羽 島田ジュニア リボン 13:32 75 愛知 女 加藤　乙叶 チェルシーRGC フープ 15:25

28 静岡 男 井澤紘太 島田ジュニア ロープ 13:34 76 愛知 女 進藤　未鼓 名女大Jr新体操クラブ リボン 15:28

29 岐阜 女 長屋　明依 大垣共立銀行OKB体操クラブ フープ 13:36 77 静岡 女 小川　琴羽 島田ジュニア フープ 15:31

30 岐阜 男 高橋來知 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ リング 13:38 78 静岡 女 安川　紋菜 ローザ新体操クラブ リボン 15:34

31 岐阜 女 山腰　秋華 Swaro.RG リボン 13:40 79 岐阜 女 山腰　秋華 Swaro.RG フープ 15:37

32 岐阜 男 高橋定暉 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ロープ 13:42 80 岐阜 女 長屋　明依 大垣共立銀行OKB体操クラブ リボン 15:40

33 三重 女 伊藤　朱音 Sorae フープ 13:44 81 三重 女 伊藤　璃乃 Detelina フープ 15:43

34 三重 男 山本響士朗 Leo RG リング 13:46 82 三重 女 伊藤　朱音 Sorae リボン 15:46

35 三重 女 伊藤　璃乃 Detelina リボン 13:48 83 愛知 女 杉山　心春 ステップ愛知 フープ 15:49

36 三重 男 関戸銀児 Leo RG ロープ 13:50 84 愛知 女 石田　栞奈 名女大Jr新体操クラブ リボン 15:52

37 愛知 女 石田　栞奈 名女大Jr新体操クラブ フープ 13:52 85 静岡 女 土橋　莉子 アンジュRG/城南静岡中学 フープ 15:55

38 愛知 男 加藤　慧士 阿久比新体操クラブ リング 13:54 86 静岡 女 小寺　芽衣 リュミエル リボン 15:58

39 愛知 女 杉山　心春 ステップ愛知 リボン 13:56 87 岐阜 女 宮元　唯奈 大垣共立銀行OKB体操クラブ フープ 16:01

40 愛知 男 藤城 壮 武豊町立武豊中学校 ロープ 13:58 88 岐阜 女 堀　　心結 ALFA リボン 16:04

41 静岡 女 小寺　芽衣 リュミエル フープ 14:00 89 三重 女 磯部　結愛 Sorae フープ 16:07

42 静岡 男 八木琉太 島田ジュニア リング 14:02 90 三重 女 佐藤　澪來 AnimonRG リボン 16:10

43 静岡 女 土橋　莉子 アンジュRG/城南静岡中学 リボン 14:04 91 愛知 女 鶴田　芽生 名女大Jr新体操クラブ フープ 16:13

44 静岡 男 芦川友海 ベルーガすぽーつくらぶ ロープ 14:06 92 愛知 女 早坂　菜央 ステップ愛知 リボン 16:16

45 岐阜 女 堀　　心結 ALFA フープ 14:08 93 静岡 女 嶋村　美燿 R.G.C富士スターリス フープ 16:19

46 岐阜 男 長瀬　羚 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ リング 14:10 94 静岡 女 渡邊　心愛 アンジュRG/城南静岡中学 リボン 16:22

47 岐阜 女 宮元　唯奈 大垣共立銀行OKB体操クラブ リボン 14:12 95 岐阜 女 石田　美結 大垣共立銀行OKB体操クラブ フープ 16:25

48 岐阜 男 丸山一休 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ロープ 14:14 96 岐阜 女 佐野　璃胡 Swaro.RG リボン 16:28

試技順 県 性別 演技時間 試技順 氏名 チーム名 種目 演技時間

1 三重 女子 10:30 1 ボール 17:00

2 愛知 男子 10:34 2 クラブ 17:03

3 愛知 女子 10:39 3 ボール 17:06

4 愛知 男子 10:43 4 クラブ 17:09

5 静岡 女子 10:48 5 ボール 17:12

6 愛知 男子 10:52 6 クラブ 17:15

7 岐阜 女子 10:57 7 ボール 17:18

8 三重 男子 11:01 8 クラブ 17:21

9 三重 女子 11:06 9 ボール 17:24

10 愛知 男子 11:10 10 クラブ 17:27

11 愛知 女子 11:15 11 ボール 17:30

12 静岡 男子 11:19 12 クラブ 17:33

13 静岡 女子 11:24 13 ボール 17:36

14 岐阜 男子 11:28 14 クラブ 17:39

15 岐阜 女子 11:33 15 ボール 17:42

16 クラブ 17:45

17 ボール 17:48

18 クラブ 17:51

19 ボール 17:54

20 クラブ 17:57
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