
令和２年１２月２６日　現在

№ シード 選 手 名 学年 都 道 府 県 学校名 解説 № シード 選 手 名 学年 都 道 府 県 学校名 解説

1 S1 山田  遥大 ２年 東　京 国士舘 1 S1 中川　結己奈 １年 千　葉 昭和学院

2 S1 砂田　侑哉 ２年 広　島 三次 2 S1 細川　葵菜 ２年 香　川 高瀬

3 S1 森　　輝月 ２年 兵　庫 尼崎西 3 S1 前田　奈穂 ２年 兵　庫 須磨ノ浦

4 S1 鶴田　快成 ２年 青　森 青森山田 4 S1 干場　知優里 ２年 京　都 乙訓

5 S1 太皷　真啓 １年 鹿児島 鹿児島実業 5 S1 鈴木　沙菜 ２年 神奈川 横浜隼人

6 S1 裏山　大生 １年 大　阪 清風 6 S1 小池　萌愛 ２年 長　野 伊那西

7 北川　竜羽 １年 北海道 恵庭南 7 S2 山口　夕凜 ２年 神奈川 光明相模原

8 赤羽　拓海 ２年 青　森 青森山田 8 S2 賀出　倫実 １年 徳　島 富岡西

9 本田　歩夢 １年 岩　手 盛岡市立 9 S2 堅田　希颯 ２年 兵　庫 日ノ本学園

10 遠藤　悠斗 １年 宮　城 名取 10 S2 鈴木　菜巴 １年 兵　庫 須磨ノ浦

11 土門　弓月 ２年 山　形 酒田東 11 S2 椎名　李佳 ２年 千　葉 東金

12 水野　紘夢 ２年 福　島 安積高校御舘校 12 S2 水野　紗彩 ２年 富　山 砺波

13 湯浅　壮翔 ２年 群　馬 前橋工業 13 村国　野乃花 １年 北海道 北星学園女子

14 野村　壮吾 ２年 埼　玉 埼玉栄 14 三村　月輝乃 ２年 宮　城 聖ウルスラ英智

15 宮崎　桂一 ２年 千　葉 拓大紅陵 15 草刈　紗羽 １年 東　京 桐朋女子

16 川嶋　龍登 １年 東　京 国士舘 16 得能　澪 ２年 長　野 伊那西

17 貝瀨　壮 １年 神奈川 光明相模原 17 鈴木　希歩 ２年 静　岡 常葉大常葉

18 土橋　玲央 １年 山　梨 甲府工業 18 内田　小幸 １年 京　都 向陽

19 平野　智大 １年 富　山 新湊 19 渡邉　きらり ２年 岡　山 岡山南

20 橋本　展将 ２年 福　井 科学技術 20 佐藤　なるみ ２年 香　川 高瀬

21 室賀　友祐 ２年 長　野 松本筑摩 21 有村　咲耶 １年 熊　本 熊本信愛女学院

22 岩田　隼 １年 岐　阜 済美 22 冨田　悠理香 ２年 静　岡 常葉大常葉

23 八木　太一 １年 静　岡 島田工業 23 大町　美羽 １年 岐　阜 済美

24 福満　翔 ２年 愛　知 東海高校 24 漆原　沙和 ２年 兵　庫 須磨ノ浦 前年度開催県枠

25 荒木　崚 ２年 三　重 高田 25 工藤　瑠々花 ２年 北海道 北星学園女子 本年度開催地枠

26 藤本　太陽 ２年 京　都 市立紫野

27 堀　和樹 ２年 大　阪 清風

28 岩﨑　あさひ ２年 兵　庫 尼崎西

29 池本　悟 １年 鳥　取 智頭農林

30 田中　紳介 ２年 岡　山 井原

31 近藤　日向 ２年 広　島 三次

32 中村　友哉 ２年 徳　島 小松島

33 中野　幸太郎 ２年 香　川 坂出工業

34 西村　賢介 ２年 福　岡 福岡舞鶴

35 石橋　知也 ２年 佐　賀 神埼清明

36 森園　滉貴 ２年 熊　本 芦北

37 下田　響己 １年 大　分 別府鶴見丘

38 茶木　陽翔 １年 宮　崎 小林秀峰

39 新屋　涼大 １年 鹿児島 鹿児島実業

40 江村　大輝 ２年 兵　庫 尼崎西 前年度開催県枠

41 柘植　智友 ２年 北海道 恵庭南 本年度開催地枠

第３６回全国高等学校新体操選抜大会参加資格者一覧表

男子個人競技 女子個人競技

※令和元年度兵庫選抜大会
個人出場権利を持っていた
１年生には当人に２・３年
生には該当都道府県に出場
権を与える。

注①
令和２年度に限り、令和元
年度全国高校総体成績上位
６名の所属する学校より選
抜する。但し、該当校に選
手がいない場合、その都道
府県より選抜する。

注②
令和２年度に限り、１都道
府県より１名を選抜する。

※　注①及び前年度・本年
度開催県枠以外に１名を選

抜。


