
順位 所属名 D(難 E（実 減点 決定点 点差
静岡 若杉英里奈 杉山さくら 中尾香月
常葉 岡田杏 関矢歩実

【監督】末永明日香
千葉 岩沢希実 栫井優 田中来実

昭和学院 大野由梨 牛尾水優 志村妃夏瑠
【監督】塩屋恵美子 石井陽向 川西佐和

東京 多胡優花 岡村和香 橋本琴葉
駒場学園 緋田くるみ 宮岡柚季 和田理夏子

【監督】柳田裕子 安藤愛恵 菅谷有佑
千葉 間島沙織 齊藤佑奈 町田歩美

八千代松蔭 田村菜々子 堀越結衣 秋山奈央
【監督】宿谷あゆみ 丹羽陽香

大阪 渡邉柚珠 圓山芽生 富永結貴
金蘭会 川田星沙 増山萌果 宮下沙夕理

【監督】桂幸枝 儀間ひなた
愛知 森はるか 毛利玲菜 奥村優奈

名古屋女子大学 達城優菜 竹中美羽 伊藤海音
【監督】横山玲奈 澤野菜乃羽 佐地優梨菜

福岡 内村水瀬 後藤美月 森山音葉
中村学園女子 北島ほの香 岡田桜子 小森琴音

【監督】赤司真麻 宮﨑彩可 久保莉子
東京 藤井陽 橋本奈穂 石井優花

日女体大附二階堂 小賀野晴香 木村真衣 伊野郁香
【監督】森田恵美 吉川夢 庄堂早稀

佐賀 榎本夕菜 千葉香々乃 後藤聖奈
佐賀女子 河野杏 原口桃 枝折良空

【監督】横川由美 吉積ニナ 篠田未央
東京 瀧井美緒 花等凪 佐々木遥香

潤徳女子 渡邊莉央 堺ひまり 北村あゆ
【監督】 田桃子 夏原杏実

鳥取 竹宮真琴 濵辺美玲 足立真麻
鳥取西 本田夏乃 吉田琴美

【監督】山中幸
長野 相馬瑞月 中村萌香 小柴樹

松商学園 後藤旭陽 高野里香 丸山朔夜
【監督】鈴木あおい

長野 池上優菜 伊澤夢伽 小畠愛梨
伊那西 小池萌々華 中浦玲楠 谷口莉々夏

【監督】橋爪みすず 佐藤初音 金子さくら
群馬 小野里愛理 狩野未琴 山口萌子

高崎女子 吉田彩乃 谷彩乃 酒井李奈
【監督】松原恵美 嶋田藍 諸田和良美

奈良 長谷晏奈 竹内悠華 大溪蒼
奈良文化 阿部紬 村田百々香 大溪瑞

【監督】麻苧麗奈 有松愛 織田佑茉
大阪 山下彩弥 小栗未夢 松田遥
樟蔭 田口奈々紗 谷口寛奈 吉岡明梨

【監督】松井正 髙木優美 佐藤優衣
福井 中尾晶 佐藤ふうの 木部真由莉
丸岡 的場莉実 本田沙理 堀川和紗

【監督】川端友江 左髙奈知 松本莉子
奈良 大西彩水 大西莉摘 木村佳菜子

関西中央 藤原いずみ 吉川千尋
【監督】西川雅代

兵庫 井出口真子 清水咲希 進藤小菜津
兵庫大附須磨ノ浦 松崎梨恩 富坂希々楓 小橋いのり
【監督】山崎明美

徳島 松坂玲奈 山脇陽菜 岡美晴
富岡西 北岡あゆみ 鎌田凜

【監督】松坂佳子
北海道 干上柚月 野上菜月 齊藤はな
北海 北脇爽 今越清衣奈 千田夏紀

【監督】横井美香子 上杉永遠 早坂愛雪
秋田 村岡和花 金子実樹 近藤咲季

秋田北 平泉和奏 青塚有紀
【監督】赤坂芳子

福島 金澤萌桃 中倉桜都 二瓶萌椰
郡山女子大附 矢代優月 五十嵐由 福永英巳

【監督】芳賀久美子

平成29年度 全国高等学校新体操選抜大会(女子)
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団体選手権( フープ5　) 会場：県営あづま総合体育館

審判長 寺田 江身子

---

2位 9.10 6.90 16.00 0.40

選手氏名

1位 10.80 5.60 16.40

4位 8.50 5.55 14.05 1.65

3位 9.70 6.00 15.70 0.30

6位 9.30 4.50 13.80 0.05

5位 9.60 4.25 13.85 0.20

8位 8.70 4.55 13.25 0.45

7位 8.40 5.30 13.70 0.10

10位 9.00 4.35 0.30 13.05 0.05

9位 9.50 3.60 13.10 0.15

12位 7.80 4.85 12.65 0.35

11位 9.00 4.00 13.00 0.05

14位 8.60 3.35 0.30 11.65 1.00

12位 8.80 3.85 12.65 0.00

16位 7.70 3.70 11.40 0.10

15位 8.10 3.40 11.50 0.15

18位 7.20 4.05 11.25 0.15

16位 7.80 3.60 11.40 0.00

20位 7.60 3.00 10.60 0.45

19位 7.50 3.55 11.05 0.20

22位 8.10 1.40 0.30 9.20 0.45

21位 8.30 1.95 0.60 9.65 0.95

23位 5.90 1.20 7.10 2.10


