
Powered by Bisibasystem

全国高体連 速報№13-1

第37回  全国高等学校新体操選抜大会(女子)
2022/03/19

団体　フープ5　成績順位 会場：熊本市総合体育館

順位 所属名 選手氏名 D(難度） E（実施） 減点 決定点 点差

1位
福 岡 県 内村 奈明未 植野 いぶき 古賀 舞愛 14.30 14.25

28.55 ---中村学園女子 橋本 友希 上野 遥香 八尋 優真 6.00 2.00
【監督】赤司 真麻 中嶌 花音 田中 楓 8.30 3.75

2位
大 阪 府 福原 一葉 夏山 友里花 谷口 百花 14.70 12.85

27.55 1.00金蘭会 岡本 彩花 重光 はづき 岡邊 沙弓 5.70 2.75
【監督】ｼﾞｬﾈｯﾀ･ｲﾘｴﾊﾞ 北村 心優 鈴木 千尋 9.00 4.40

3位
東 京 都 小口 凜花 野田 いちご 大門 怜亜 13.10 14.40

27.50 0.05駒場学園 浦沢 日菜詩 伊藤 凜 西本 陽菜子 5.20 2.25
【監督】柳田 裕子 奥津 愛梨 宇賀 優 7.90 3.35

4位
千 葉 県 中川 結己奈 高橋 留奈 神﨑 花音 13.10 13.90

27.00 0.50昭和学院 平井 沙樹 太田 詩月 黒川 千春 5.90 2.50
【監督】塩屋 恵美子 林  麻愛 竹髙 朱莉 7.20 3.60

5位
鹿 児 島 県 愛甲 唯姫 坂上 聖奏 12.30 14.45

26.75 0.25鹿児島純心女子 田口 莉来 重原 仁菜 4.40 2.15
【監督】栗山 菜々緒 福永 有芽 池田 那美姫 7.90 3.40

6位
兵 庫 県 加波 史帆 河野 心花 宮本 美璃 11.90 14.60

26.50 0.25兵庫大附須磨ノ浦 戸田 瑚夏 宮村 ひかる 三輪 友莉香 5.50 2.50
【監督】岡本 菜穂子 木村 梨央 中村 璃音 6.40 2.90

7位
愛 知 県 杉山 琴音 有働 未姫 西村 美紗 12.50 13.35

25.85 0.65名古屋女子大学 平澤 桃子 栗田 真央 後藤 麗 4.10 2.50
【監督】堤 真那 酒井 亜希良 古西 綾華 8.40 4.15

8位
兵 庫 県 宇野 ひまり 安田 愛花 12.70 12.80

25.50 0.35日ノ本学園 田中 花海 池内 梨名 4.90 2.75
【監督】小川 千枝 菅原 梨央 佐藤 光桜 7.80 4.45

9位
東 京 都 小川 萌華 君原 由望奈 馬場 さくら 11.00 13.65

24.65 0.85日女体大附二階堂 柴田 紗希 佐藤 彩月 岩浪 未来 3.60 2.65
【監督】森田 恵美 庄司 彩乃 庵谷内 柚月 7.40 3.70

10位
岡 山 県 広瀬 真歩 坪井 友香 10.20 13.80

24.00 0.65岡山南 中下 楓夏 福永 梨乃 4.20 2.50
【監督】畑 小百合 佐藤 風歌 入澤 愛菜 6.00 3.70

11位
大 阪 府 河野 和香葉 福井 凜名 11.50 11.75

23.25 0.75梅花 中 結夢 桒田 陽依 4.90 3.15
【監督】松村 千晴 向井 天音 6.60 5.10

12位
愛 知 県 長谷川 友津 梶田 桜羅 船岡 夏妃 10.80 11.15

21.95 1.30椙山女学園 杉山 和香奈 三浦 萌花 杉山 心春 3.40 3.40
【監督】黒宮 美稚子 牧田 梨那 相原 百花 7.40 5.45

13位
長 野 県 山岸 聖菜 田平 乙姫 秋山 名菜 9.30 12.50

0.05 21.75 0.20伊那西 市川 翠月 金丸 夏実 3.20 2.90
【監督】折井 里帆 竹澤 思人 海﨑 しおり 6.10 4.60

14位
神 奈 川 県 田中 真央 荒井 こと絵 9.30 11.15

20.45 1.30横浜隼人 長久 陽香 清水 菜花 4.20 3.20
【監督】横尾 ゆかり 藤原 綾乃 5.10 5.65

15位
奈 良 県 木村 美結 三日月 帆風 高原 わこ 10.10 10.45

0.30 20.25 0.20奈良文化 大川 心寧 佐藤 朱莉 4.10 3.45
【監督】麻苧 麗奈 熊坂  華 森谷 マヒロ 6.00 6.10

16位
徳 島 県 中倉 由衣奈 岡 美星 福岡 ほのか 10.10 10.20

0.30 20.00 0.25富岡西 今津 世菜 城浦 望来 松本 実優 4.10 3.85
【監督】松坂 佳子 賀出  倫実 滝口 愛珠 6.00 5.95

17位
佐 賀 県 松本 愛美 橋柿 美花 立石 凜香 9.80 9.50

0.60 18.70 1.30佐賀女子 向井 千夏 黒木 星 泉  優笑 4.60 3.65
【監督】横川 由美 竹内 舞 岩田 萌花 5.20 6.85

18位
長 崎 県 増永 友理彩 内田 寧音 8.50 10.00

0.30 18.20 0.50長崎女子 白石 萌華 田代 えこ 3.60 4.00
【監督】古賀 公子 山野 杏梨 宮崎 紗凪 4.90 6.00

19位
秋 田 県 渡邉 小雪 渡部 藍李 8.60 9.25

0.30 17.55 0.65秋田北 鈴木 優菜 工藤 友梨華 4.20 3.75
【監督】赤坂 芳子 佐々木 陽愛 鈴木 実希 4.40 7.00

20位
静 岡 県 水品 礼 鈴木 真帆 7.70 9.65

17.35 0.20沼津市立沼津 深津 円花 髙沼 千帆 3.20 3.90
【監督】櫻井 真利菜 木村 真菜 4.50 6.45

21位
岐 阜 県 二村 梓月 近藤 虹歩 7.30 9.75

17.05 0.30中京 伊東 琴音 恩田 夏帆 2.30 4.25
【監督】梅津 節子 山本 琴海 5.00 6.00

22位
北 海 道 山田 彩加 吉川 里莉 南場 ののか 7.20 9.60

0.60 16.20 0.85北海 小笠原 百花 小林 真緒 3.50 3.85
【監督】横井 美香子 稲木 柊友 坪内 咲良 3.70 6.55

審判長


