
☆Level 1 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 宮下　麻衣 ミヤシタ　マイ ﾌｪｱﾘｰRGｸﾗﾌﾞ 8.000

２位 永井　萌々夏 ナガイ　モモカ すみれRG 7.866

３位 笠井　咲穂 カサイ　サキホ イオン 7.499

４位 伊藤　まりあ イトウ　マリア NPO法人 ﾙｰﾃﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 7.366

５位 橋本　拓実 ハシモト　タクミ すみれRG 7.266

６位 宮本　望来 ミヤモト　ミク イオン 6.833

７位 田中　綾美 タナカ　アヤミ NPO法人 ﾙｰﾃﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 6.599

８位 深沢　いずみ フカサワ　イズミ NPO法人 ﾙｰﾃﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 5.966

９位 鎌田　晶乃 カマダ　アキノ 雅楽R.G 5.800

10位 粟冠　くるみ サッカ　クルミ NPO法人 ﾙｰﾃﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 5.766

☆Level 2 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 住吉　美咲 スミヨシ　ミサキ さっぽろ西区新体操ｸﾗﾌﾞ 13.000

２位 有田　はる香 アリタ　ハルカ 北星学園女子中学校 11.016

３位 澤　夢乃 サワ　ユメノ 札幌MEG.RGｸﾗﾌﾞ 10.450

４位 酒井　沙穂里 サカイ　サホリ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞZIP麻生 10.283

５位 清野　花澄 セイノ　カスミ 北海高等学校 10.133

６位 小林　夏緒 コバヤシ　ナツオ ぱる新体操ｸﾗﾌﾞ 10.116

７位 細谷　美雪 ホソヤ　ミユキ コスモスR・G 9.800

８位 田地川　千里 タチカワ　チサト さっぽろ西区新体操ｸﾗﾌﾞ 9.633

９位 庄司　莉菜 ショウジ　リナ 札幌北斗高等学校 9.433

10位 稲井　菜摘 イナイ　ナツミ Sieg.RG 9.233

☆Level 3 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 大川原　咲 オオカワラ　サキ 安達新体操ｸﾗﾌﾞ 12.466

２位 森田　琴音 モリタ　コトネ 安達新体操ｸﾗﾌﾞ 11.333

３位 横道　美佑 ヨコミチ　ミユ Sieg R.G 10.666

４位 佐藤　綾香 サトウ　アヤカ すみれRG 10.350

５位 小長谷　絵梨伽 コバセ　エリカ 札幌MEG.RGｸﾗﾌﾞ 10.316

６位 若菜　りさこ ワカナ　リサコ 安達新体操ｸﾗﾌﾞ 10.200

７位 加藤　美季 カトウ　ミキ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞZIP麻生 10.066

８位 浅井　絵梨 アサイ　エリ Sieg R.G 9.833

９位 古賀　千紗都 コガ　チサト 安達新体操ｸﾗﾌﾞ 9.416

10位 高田　琴美 タカダ　コトミ 札幌MEG.RGｸﾗﾌﾞ 9.033
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☆Level 4 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 奥畑　遥景 オクハタ　ハルカ 町田RG 18.333

２位 池田　玲亜 イケダ　レア ﾌｪｱﾘｰR.G.ｸﾗﾌﾞ 17.899

３位 佐々木　真子 ササキ　マコ 山形RG 17.399

４位 神田　彩乃 カンダ　アヤノ ﾌｪｱﾘｰR.G.ｸﾗﾌﾞ 17.191

５位 内山　結貴 ウチヤマ　ユウキ さっぽろ西区新体操ｸﾗﾌﾞ 16.916

６位 成松　アユリ ナリマツ　アユリ 町田RG 16.808

７位 福井　美紀 フクイ　ミキ すみれRG 16.266

８位 井上　絵理 イノウエ　エリ 町田RG 16.216

９位 佐々木　アヤ香 ササキ　アヤカ イオン 15.791

10位 越田　莉彩子 コシダ　リサコ Sieg R.G 15.541

☆Level 5 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 小山田　清佳 コヤマダ　サヤカ 東京女子体育大学 21.382

２位 佐川　奈瑠未 サガワ　ナルミ 秋田新体操ｸﾗﾌﾞ 21.307

３位 大木　奈桜 オオキ　ナオ すみれRG 20.900

４位 山田　陽子 ヤマダ　ヨウコ 東京女子体育大学 20.624

５位 山口　真悠子 ヤマグチ　マユコ 秋田新体操ｸﾗﾌﾞ 20.516

６位 江田　友莉亜 エダ　ユリア 安達新体操ｸﾗﾌﾞ 20.250

７位 深瀬　菜月 フカセ　ナツキ 秋田新体操ｸﾗﾌﾞ 20.007

８位 瀬戸　規容子 セト　キヨコ 福島成蹊高等学校 19.941

９位 永野　真衣子 ナガノ　マイコ 安達新体操ｸﾗﾌﾞ 19.550

10位 阿部　咲代子 アベ　サヨコ 町田RG 18.275

☆Level 6 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 進藤　みのり シンドウ　ミノリ 秋田新体操ｸﾗﾌﾞ 34.074

２位 堀平　もえり ホリダイラ　モエリ 町田RG 29.574

３位 熊田　知夏 クマダ　チナツ ﾌｪｱﾘｰRGｸﾗﾌﾞ 28.450

４位 菅家　沙由梨 カンケ　サユリ 福島成蹊高等学校 28.440

５位 羽角　莉帆 ハスミ　リホ 山形RG 27.750

６位 河合　夏美 カワイ　ナツミ ぱる新体操ｸﾗﾌﾞ 27.458

７位 横道　梨穂 ヨコミチ　リホ Sieg R.G 27.399

８位 杉村　ひかる スギムラ　ヒカル 東京女子体育大学 25.974

９位 奥畑　瑞雪 オクハタ　ミズキ 町田RG 25.766

10位 三浦　千明 ミウラ　チアキ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞZIP麻生 25.508
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☆Level 7 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 三上　真穂 ミカミ　マホ 安達新体操ｸﾗﾌﾞ 30.332

２位 本間　聖美 ホンマ　マサミ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞZIP麻生 29.374

３位 野崎　真理奈 ノザキ　マリナ さっぽろ西区新体操ｸﾗﾌﾞ 29.266

４位 長町　久美子 ナガマチ　クミコ すみれRG 29.241

５位 西田　美咲 ニシダ　ミサキ Sieg R.G 29.049

６位 宮崎　玲奈 ミヤザキ　レナ 友ステーション 28.391

７位 横山　夕子 ヨコヤマ　ユウコ 北海高等学校 27.849

８位 佐藤　亜柚 サトウ　アユ 山形RG 25.049

９位 尾崎　洋子 オザキ　ヨウコ 友ステーション 24.399

10位 森山　桂 モリヤマ　ケイ 友ステーション 24.374

☆Level 8 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 成松　エリナ マツナリ　エリナ 町田RG 43.932

２位 熊谷　早希 クマガイ　サキ 町田RG 42.490

３位 山脇　麻衣 ヤマワキ　マイ 町田RG 42.199

４位 山上　莉紗 ヤマガミ　リサ 町田RG 40.440

５位 久保　圭 クボ　ケイ ヴェニエラRG 40.016

６位 山口　留奈 ヤマグチ　ルナ イオン 39.008

７位 中宮　瑠香 ナカミヤ　ルカ 友ステーション 38.864

８位 高橋　杏子 タカハシ　キョウコ 札幌MEG.RGｸﾗﾌﾞ 38.649

９位 宮崎　貴衣 ミヤザキ　キエ 友ステーション 37.399

10位 橋本　千愛実 ハシモト　チナミ ヴェニエラRG 37.090

☆Level 9 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 北澤　萌 キタザワ　モエ ﾌｪｱﾘｰＲＧｸﾗﾌﾞ 45.174

２位 岩倉　歩 イワクラ　アユミ 北海高等学校 44.540

３位 鎌田　はづき カマダ　ハヅキ 東京女子体育大学 44.514

４位 臼井　有希 ウスイ　ユキ 東京女子体育大学 40.832

５位 大越　麻美 オオコシ　アサミ 福島成蹊高等学校 40.049

６位 猪俣　千尋 イノマタ　チヒロ 福島成蹊高等学校 38.732

７位 風間　梨花 カザマ　リカ 町田ＲＧ 37.874

☆Level 10 氏名 ふりがな 所属 得点

１位 庄司　七瀬 ショウジ　ナナセ 山形ＲＧ 52.640

２位 岡本　香澄 オカモト　カスミ ヴェニエラＲＧ 44.749

３位 上野　陽子 ウエノ　ヨウコ 東京女子体育大学 43.515

４位 中田　倫未 ナカタ　ツグミ Shaleur R.G.C 40.349


