
№ 選 手 名 学年 都道府県 学 校 名 解説 № 選手名 学年 都道府県 学校名 解説 № 選手名 学年 都道府県 学校名 解説

1 重松　里歩 １年 佐　賀 鳥栖 25 勝野　沙夏 １年 長　野 白馬 49 宮田　笙子 １年 福　井 鯖江

2 竹内　愛莉 １年 大　阪 四天王寺 26 関　早希代 １年 千　葉 昭和学院 50 笠原　有彩 １年 愛　知 名経大市邨

3 苅谷　天音 ２年 愛　知 東海学園 27 村木　莉瑠 ２年 静　岡 浜松城北工業 51 芹田　未果子 ２年 千　葉 東京学館

4 高國　礼葉 １年 北海道 札幌大谷 28 鬼頭　春菜 １年 愛　知 東海学園 52 國府方杏月 ２年 長　野 大町岳陽

5 東山　愛依 ２年 青　森 弘前学院聖愛 29 長　優里 １年 福　井 鯖江 53 松田　透和 １年 大　阪 相愛

6 岩谷　姫果 １年 東　京 日体大荏原 30 金山　琴美 １年 埼　玉 クラークさいたま 54 竹澤　薫子 １年 山　梨 甲斐清和

7 岡田　真祐実 １年 新　潟 関根学園 31 畠田　千愛 １年 東　京 大智学園 55 新山　愛望 ２年 埼　玉 クラークさいたま

8 峯野　葵子 １年 岐　阜 大垣商業 32 太田　梨花 ２年 千　葉 市立習志野 56 徳次　亜優 １年 京　都 南丹

9 井上　美音 ２年 大　阪 四天王寺 33 平林　やぶき ２年 新　潟 東京学館新潟 57 曽根崎しずく １年 佐　賀 鳥栖

10 原　優穂菜 １年 山　口 豊浦 34 大村　瑠里 １年 愛　知 東海学園 58 兒玉　優光子 １年 千　葉 クラーク千葉

11 近藤　陽菜 １年 香　川 高松中央 35 川辺　雅 ２年 神奈川 白鵬女子 59 本宮　佳奈 ２年 埼　玉 戸田翔陽

12 白石　涼子 ２年 福　岡 福岡中央 36 黒木　美悠 ２年 大　阪 四天王寺 60 渡部　葉月 １年 愛　知 東海学園

13 西尾　瑠莉 ２年 北海道 釧路北陽 37 中村　るか ２年 神奈川 白鵬女子 61 青木　萌 ２年 千　葉 東京学館

14 小池　夏姫 ２年 宮　城 常盤木学園 38 岡本　彩花 １年 神奈川 白鵬女子 62 川口　海 １年 長　野 大町岳陽

15 菅原　好葉 １年 茨　城 常磐大学 39 宮本　陽良 １年 大　阪 城南学園 63 近藤　環 １年 福　井 鯖江

16 中田　笑瑚 １年 石　川 小松大谷 40 中井　杏奈 ２年 愛　知 東海学園 64 弓　和佳乃 ２年 佐　賀 鳥栖

17 稲垣　若那 １年 愛　知 名経大市邨 41 長谷川　琴 １年 東　京 大智学園 65 岩﨑　夏芽 ２年 東　京 大智学園

18 山本　夏己 ２年 兵　庫 市立尼崎 42 星　有夏 １年 三　重 暁 66 槇林　凛 ２年 愛　知 名経大市邨

19 中野　愛子 １年 広　島 山陽女学園高等部 43 小谷　みつは ２年 埼　玉 戸田翔陽 67 関塚　結 １年 神奈川 星槎国際湘南

20 日野　真梨菜 ２年 愛　媛 新居浜東 44 時田　瑛帆 ２年 山　梨 甲斐清和 68 別所　美空 １年 三　重 暁

21 濱田　紗希 ２年 宮　崎 宮崎日本大学 45 中口　さくら ２年 和歌山 和歌山北 69 田島やまぶき ２年 佐　賀 鳥栖

22 阪田　波音 １年 千　葉 市立習志野 46 村上　結希 １年 千　葉 市立習志野 70 髙木　藍 ２年 三　重 暁

23 桐原　楓乃 ２年 長　野 大町岳陽 47 石野　真生 ２年 千　葉 市立習志野 71 春口　聖璃 １年 神奈川 星槎国際湘南 協会推薦1名の場合

24 小林　朱那 ２年 北海道 札幌静修 ※開催都道府県枠　手順⑧ 48 片岡　美扇 ２年 三　重 久居 72 池田　陽花 ２年 大　阪 城南学園 協会推薦2名の場合

第３７回全国高等学校体操競技選抜大会参加資格者一覧表（女子）

                                                                                                                                                  令和２年１２月２６日　現在

日本体操協会推薦選手として№34～№35に2名の出場権を与え、3班で抽選する。但し，推薦選手が１名の場合には
2020全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会チーム選手権上位１位のチームの学校枠。
推薦選手０名の場合には2020全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会チーム選手権上位２位のチームの学校枠。

※１
　

3班

※手順③と同じ

※№49～№60
2020全日本高等学校体操競
技選抜鯖江大会個人選手権
個人総合1･2年生上位１２名
手順①

※①を除く
2020全日本高等学校体操競
技選抜鯖江大会個人選手権
個人総合上位１８名の個
人・都道府県枠による有資
格者（1･2年生は個人に与え
上位に、3年生は都道府県に
与え下位に並べる）
手順③

※No69～No72に続く１４名

１班 ２班

※ブロック枠Ｂ（普及枠）
参加できる都府県を増やす
よう配慮
※各ブロックの判断によ
り，種目別出場に替えるこ
とも可能

※№61～№68は、
2020全日本高等学校体操競
技選抜鯖江大会チーム選手
権
チーム総合上位８チームの
都道府県枠による有資格者
手順②

※①③を除く
2020全日本高等学校体操
競技選抜鯖江大会個人選
手権
個人総合上位１３の都道
府県枠による有資格者
手順④

※１　協会推薦枠２名
手順⑦

※No39～No48に続く3名　手
順④

※ブロック枠Ａ
ブロック１位の都道府県枠
手順⑤


