
レベル１

名前 所属 学年 種目 得点 順位

山田　桃乃 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 4.450 19

伊藤　紀佳 札幌MEG.RGクラブ 小2 徒手 4.850 10

中林　真梨奈 HOKUSEI☆R.G. 小3 徒手 キ キ

岡崎　佳世 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 4.200 22

木下　優花 HOKUSEI☆R.G. 小5 徒手 4.400 20

山野寺　慧 輝(キラ) 小2 徒手 5.850 5

熊谷　怜美 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 4.650 13

北川　桃花 Sieg R.Gクラブ 小2 徒手 6.500 3

木下　実咲 HOKUSEI☆R.G. 小2 徒手 6.050 4

東源　莉奈 札幌MEG.RGクラブ 小2 徒手 5.100 8

長田　千咲 さっぽろ西区新体操クラブ 小2 徒手 5.000 9

竹村　実佑 札幌MEG.RGクラブ 小4 徒手 4.600 15

原島　　萌 HOKUSEI☆R.G. 小4 徒手 3.900 24

中村　紗矢香 札幌MEG.RGクラブ 小2 徒手 4.700 12

村里　絵里香 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 3.350 28

津島　果鈴 さっぽろ西区新体操クラブ 小2 徒手 8.050 1

石森　暁映 HOKUSEI☆R.G. 小3 徒手 4.750 11

民部田　薫 札幌MEG.RGクラブ 小2 徒手 4.500 17

佐藤　優瞳 札幌MEG.RGクラブ 中1 徒手 4.650 13

大宮　優華 Sieg R.Gクラブ 小1 徒手 4.100 23

松澤　亜樹 Sieg R.Gクラブ 小3 徒手 2.500 31

高原　穂香 HOKUSEI☆R.G. 小4 徒手 キ キ

丸子　華歩 札幌MEG.RGクラブ 小5 徒手 5.400 6

河原　つぐみ 札幌MEG.RGクラブ 小2 徒手 3.550 26

村上　乃々葉 Sieg R.Gクラブ 小1 徒手 4.500 17

田川　璃乃 札幌MEG.RGクラブ 小3 徒手 4.400 20

佐々木　美朱 輝(キラ) 小2 徒手 3.400 27

四戸　咲里 Sieg R.Gクラブ 小1 徒手 6.650 2

板橋　彩華 札幌MEG.RGクラブ 小2 徒手 3.750 25

柴山　優真菜 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 2.400 32

岸田　果純 Sieg R.Gクラブ 小3 徒手 4.600 15

大窪　久玲愛 Sieg R.Gクラブ 小1 徒手 3.050 30

中野　梨紗子 札幌MEG.RGクラブ 小3 徒手 3.300 29

福澤　李緒 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 2.100 33

大巻　朝香 札幌MEG.RGクラブ 小2 徒手 5.300 7



レベル２

名前 所属 学年 種目 得点 順位

阿部　仁由希 札幌MEG.RGクラブ 小5 徒手 3.450 22

高橋　菜々花 スポーツクラブZip麻生 小4 徒手 3.200 23

蛯名　緒美 Sieg R.Gクラブ 小5 徒手 2.200 36

中元　花 HOKUSEI☆R.G. 小3 徒手 3.100 24

森田　莉加 スポーツクラブZip麻生 小4 徒手 3.700 20

高橋　萌子 札幌MEG.RGクラブ 小5 徒手 4.100 10

徳光　彩華 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 3.900 14

生田　水琴 札幌MEG.RGクラブ 小4 徒手 4.850 2

中尾　星南 クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小1 徒手 2.700 29

佐藤　綾香 HOKUSEI☆R.G. 小3 徒手 2.700 29

喜多　翔子 札幌MEG.RGクラブ 小4 徒手 5.750 1

川口　亜矢 NPOさっぽろ体操クラブRG 小5 徒手 3.900 14

笹本　麻衣 さっぽろ西区新体操クラブ 小3 徒手 4.000 12

小西　柚季 雅楽R.G 小2 徒手 3.750 19

橋本　千亜季 Sieg R.Gクラブ 小6 徒手 2.700 29

石井　乃愛 札幌MEG.RGクラブ 小4 徒手 4.150 9

大窪　希咲來 Sieg R.Gクラブ 小3 徒手 4.800 4

片岡　幸咲 さっぽろ西区新体操クラブ 小5 徒手 1.700 37

佐藤　真生 HOKUSEI☆R.G. 小4 徒手 3.900 14

早坂　凪央 NPOさっぽろ体操クラブRG 小6 徒手 3.050 25

前田　結菜 Sieg R.Gクラブ 小5 徒手 2.900 27

野上　菜月 クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小1 徒手 2.400 34

佐藤　朱里 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 3.900 14

永田　かれん 札幌MEG.RGクラブ 小5 徒手 3.800 18

鎌田　帆夏 さっぽろ西区新体操クラブ 小3 徒手 4.000 12

新沼　京香 雅楽R.G 小3 徒手 4.500 8

小松　果林 Sieg R.Gクラブ 小4 徒手 2.750 28

松澤　由恵 Sieg R.Gクラブ 小6 徒手 2.550 33

吉田　久瑠実 Sieg R.Gクラブ 小3 徒手 4.800 4

毛利　春日 札幌MEG.RGクラブ 小4 徒手 4.600 6

池田　希実 札幌MEG.RGクラブ 小5 徒手 2.400 34

三浦　早貴 スポーツクラブZip麻生 小5 徒手 3.650 21

佐藤　夕奈 NPOさっぽろ体操クラブRG 小4 徒手 4.600 6

岩田　莉奈 スポーツクラブZip麻生 小4 徒手 2.700 29

美馬　明日香 さっぽろ西区新体操クラブ 小3 徒手 4.850 2

大宮　嶺々 Sieg R.Gクラブ 小3 徒手 4.050 11

齊藤　はな クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小1 徒手 2.950 26



レベル３

名前 所属 学年 種目 得点 順位

平尾　光葉 スポーツクラブZip麻生 小6 徒手 8.400 7

斉藤　深涛 さっぽろ西区新体操クラブ 小6 徒手 8.450 6

伊藤　芹菜 クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小6 徒手 5.750 13

森　詩梨 Sieg R.Gクラブ 小5 徒手 9.200 1

新沼　鈴花 雅楽R.G 小4 徒手 8.700 5

五十嵐　祥子 輝(キラ) 小5 徒手 8.200 9

田中　伶奈 札幌MEG.RGクラブ 小6 徒手 9.050 3

西岡　慈里 クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小3 徒手 6.050 12

鈴木　めい スポーツクラブZip麻生 小4 徒手 8.800 4

砂田　蘭々 輝(キラ) 小4 徒手 8.400 7

梶浦　ほのか スポーツクラブZip麻生 小5 徒手 7.050 10

大巻　晴香 札幌MEG.RGクラブ 小5 徒手 9.150 2

小松　彩乃 クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小5 徒手 6.200 11

レベル４

名前 所属 学年 種目 得点 順位

本間　佑香 Sieg R.Gクラブ 小5 ロープ 7.650 8

柴山　菜摘 雅楽R.G 小3 ロープ 7.000 11

佐々木　苑子 クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小3 ロープ 5.350 18

瀬尾　静花 札幌MEG.RGクラブ 小6 フープ キ キ

阿部　奈波 Sieg R.Gクラブ 小6 フープ 7.800 5

小林　佑衣 クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小4 フープ 6.550 12

前田　亜子 さっぽろ西区新体操クラブ 小6 フープ 7.700 7

清水　理沙 スポーツクラブZip麻生 中1 ボール 3.150 21

伊藤　瑞季 札幌MEG.RGクラブ 中1 ボール 8.150 4

竹内　有咲 スポーツクラブZip麻生 小6 ボール 6.150 15

村中　聡美 さっぽろ西区新体操クラブ 小4 ボール 7.650 8

柴田　華帆 札幌MEG.RGクラブ 小6 ボール 8.450 2

谷　柚生花 さっぽろ西区新体操クラブ 小2 ボール 5.850 17

矢田　桃子 Sieg R.Gクラブ 小5 ボール 8.250 3

坂野　香恋 Sieg R.Gクラブ 小6 ボール 8.550 1

木下　うらら さっぽろ西区新体操クラブ 小3 ボール 6.000 16

林　夏澄 輝(キラ) 中1 クラブ 6.200 14

松本　瑠菜 さっぽろ西区新体操クラブ 小4 クラブ 7.750 6

喜多村　明莉 さっぽろ西区新体操クラブ 小6 クラブ 6.300 13

西岡　柊 クラシーバヤ　ヂェーブチカ 小5 クラブ 3.900 20

宮崎　千穂 さっぽろ西区新体操クラブ 小5 クラブ 7.150 10

難波　美里 さっぽろ西区新体操クラブ 小5 リボン 5.300 19



レベル６

名前 所属 学年 種目 得点 順位

中本　和耶 雅楽R.G 小6 ロープ 7.700 7

星　　美南穂 スポーツクラブZip麻生 中1 ロープ 5.850 9

長田　彩乃 さっぽろ西区新体操クラブ 小5 ロープ 7.800 6

佐藤　麗奈 スポーツクラブZip麻生 中1 フープ 10.300 1

隠岐　海伸子 札幌MEG.RGクラブ 小6 フープ 10.200 2

和田　都里 Sieg R.Gクラブ 中1 フープ 8.150 5

山内　美里 札幌MEG.RGクラブ 中1 ボール 9.150 3

荒野　紗夕 さっぽろ西区新体操クラブ 小6 クラブ 8.650 4

鎌田　晶乃 雅楽R.G 小6 クラブ 7.350 8

レベル７

名前 所属 学年 種目 得点 順位

横道　美佑 Sieg R.Gクラブ 中1 フープ 9.350 2

鈴木　由莉香 スポーツクラブZip麻生 中１ フープ 8.450 5

大西　怜那 札幌MEG.RGクラブ 中1 ボール 9.050 3

鈴木　梨里紗 Sieg R.Gクラブ 中1 ボール 8.700 4

浅井　絵梨 Sieg R.Gクラブ 中1 ボール 9.650 1

レベル８

名前 所属 学年 種目 得点 順位

加藤　美季 スポーツクラブZip麻生 中2 フープ 10.250 1



レベル５

名前 所属 学年 種目 試技順 得点 順位 高順

内山　葉月 さっぽろ西区新体操クラブ 小5 ロープ 1 8.450 3

板東　深雪 札幌MEG.RGクラブ 中1 フープ 2 7.150 7

佐々木　唯 札幌北斗高等学校 高1 フープ 3 5.250 11 3

藤木　柚香 札幌MEG.RGクラブ 小6 フープ 4 8.500 2

高橋　広奈 スポーツクラブZip麻生 中1 フープ 5 7.300 6

毛利　百花 札幌MEG.RGクラブ 小6 フープ 6 10.350 1

岩井　麻里乃 札幌北斗高等学校 高２ フープ 7 5.850 10 2

三浦　柚乃 スポーツクラブZip麻生 小6 ボール 8 6.600 9

若狭　きらり スポーツクラブZip麻生 小6 ボール 9 7.350 5

阿子島　令佳 札幌北斗高等学校 高２ ボール 10 7.400 4 1

田地川　千里 さっぽろ西区新体操クラブ 小6 クラブ 11 キ キ

根上　菫 さっぽろ西区新体操クラブ 小5 クラブ 12 6.650 8

レベル10

名前 所属 学年 種目 試技順 得点 順位 高順

佐藤　紫乃 札幌北斗高等学校 高2 フープ 1 9.550 1 1

永田　彩乃 札幌北斗高等学校 高2 フープ 2 8.750 2 2



団体（徒手）

試技順 所属 選手名 合計 順位

1
輝(キラ)　　

Ｋ

澤藤　ほの花 (小4) 安井　葉奈 (小3)

8.500 3川道　紗梨奈 (小4) 山根　茉也 (小3)

石森　葵 (小3) 成田　早希 (小3)補

2

札幌
MEG.RGク
ラブCチー

ム

田中　伶奈 (小6) 喜多　翔子 (小4)

10.333 1大巻　晴香 (小5) 生田　水琴 (小4)

永田　かれん (小5)

3

札幌
MEG.RGク
ラブDチー

ム

高橋　萌子 (小5) 石井　乃愛 (小4)

8.741 2阿部　仁由希 (小5) 毛利　春日 (小4)

池田　希実 (小5)

4
輝(キラ)　　

R

澤藤　ほの花 (小4) 山根　茉也 (小3)

7.558 4石森　葵 (小3) 成田　早希 (小3)

安井　葉奈 (小3) 川道　紗梨奈 (小4)補

団体（小中学生の部）

試技順 所属 選手名 合計 順位

1
スポーツ　
クラブZip　

麻生A

加藤　美季 (中2) 星　美南穂 (中1)

7.575 2鈴木　由莉香 (中1) 三浦　柚乃 (小6)

佐藤　麗奈 (中1) 若狭　きらり (小6)補

2

札幌
MEG.RGク
ラブＢチ

ーム

山内　美里 (中1) 柴田　華帆 (小6)

6.775 3伊藤　瑞季 (中1) 瀬尾　静花 (小6)

板東　深雪 (中1)

3
スポーツ　
クラブZip　
麻生Ｂ

高橋　広奈 (中1) 平尾　光葉 (小6)

5.158 4若狭　きらり (小6) 梶浦　ほのか (小5)

竹内　有咲 (小6) 鈴木　めい (小4)補

三浦　柚乃 (小6)補

4

札幌
MEG.RGク
ラブAチー

ム

大西　怜那 (中1) 藤木　柚香 (小6)

9.683 1隠岐　海伸子 (小6) 大巻　晴香 (小5)

毛利　百花 (小6)



２００８ライラックチャレンジ新体操大会

☆☆☆☆☆入賞者一覧☆☆☆☆☆
☆Level 1 氏名 所属 得点

１位 津島　果鈴 さっぽろ西区新体操クラブ 8.050 

２位 四戸　咲里 Sieg R.Gクラブ 6.650 

３位 北川　桃花 Sieg R.Gクラブ 6.500 

４位 木下　実咲 HOKUSEI☆R.G. 6.050 

５位 山野寺　慧 輝(キラ) 5.850 

６位 丸子　華歩 札幌MEG.RGクラブ 5.400 

７位 大巻　朝香 札幌MEG.RGクラブ 5.300 

８位 東源　莉奈 札幌MEG.RGクラブ 5.100 

９位 長田　千咲 さっぽろ西区新体操クラブ 5.000 

１０位 伊藤　紀佳 札幌MEG.RGクラブ 4.850 

☆Level 2 氏名 所属 得点

１位 喜多　翔子 札幌MEG.RGクラブ 5.750 

２位 生田　水琴 札幌MEG.RGクラブ 4.850 

２位 美馬　明日香 さっぽろ西区新体操クラブ 4.850 

４位 大窪　希咲來 Sieg R.Gクラブ 4.800 

４位 吉田　久瑠実 Sieg R.Gクラブ 4.800 

６位 毛利　春日 札幌MEG.RGクラブ 4.600 

６位 佐藤　夕奈 NPOさっぽろ体操クラブRG 4.600 

８位 新沼　京香 雅楽R.G 4.500 

９位 石井　乃愛 札幌MEG.RGクラブ 4.150 

１０位 高橋　萌子 札幌MEG.RGクラブ 4.100 

☆Level 3 氏名 所属 得点

１位 森　詩梨 Sieg R.Gクラブ 9.200 

２位 大巻　晴香 札幌MEG.RGクラブ 9.150 

３位 田中　伶奈 札幌MEG.RGクラブ 9.050 

４位 鈴木　めい スポーツクラブZip麻生 8.800 

５位 新沼　鈴花 雅楽R.G 8.700 

６位 斉藤　深涛 さっぽろ西区新体操クラブ 8.450 

☆Level 4 氏名 所属 得点

１位 坂野　香恋 Sieg R.Gクラブ 8.550 

２位 柴田　華帆 札幌MEG.RGクラブ 8.450 

３位 矢田　桃子 Sieg R.Gクラブ 8.250 

４位 伊藤　瑞季 札幌MEG.RGクラブ 8.150 

５位 阿部　奈波 Sieg R.Gクラブ 7.800 

６位 松本　瑠菜 さっぽろ西区新体操クラブ 7.750 

☆Level 5 氏名 所属 得点

１位 毛利　百花 札幌MEG.RGクラブ 10.350 

２位 藤木　柚香 札幌MEG.RGクラブ 8.500 

３位 内山　葉月 さっぽろ西区新体操クラブ 8.450 

４位 阿子島　令佳 札幌北斗高等学校 7.400 

５位 若狭　きらり スポーツクラブZip麻生 7.350 

６位 高橋　広奈 スポーツクラブZip麻生 7.300 



２００８ライラックチャレンジ新体操大会

☆☆☆☆☆入賞者一覧☆☆☆☆☆
☆Level 6 氏名 所属 得点

１位 佐藤　麗奈 スポーツクラブZip麻生 10.300 

２位 隠岐　海伸子 札幌MEG.RGクラブ 10.200 

３位 山内　美里 札幌MEG.RGクラブ 9.150 

４位 荒野　紗夕 さっぽろ西区新体操クラブ 8.650 

５位 和田　都里 Sieg R.Gクラブ 8.150 

６位 長田　彩乃 さっぽろ西区新体操クラブ 7.800 

☆Level 7 氏名 所属 得点

１位 浅井　絵梨 Sieg R.Gクラブ 9.650 

２位 横道　美佑 Sieg R.Gクラブ 9.350 

３位 大西　怜那 札幌MEG.RGクラブ 9.050 

４位 鈴木　梨里紗 Sieg R.Gクラブ 8.700 

５位 鈴木　由莉香 スポーツクラブZip麻生 8.450 

６位 - - -

☆Level 8 氏名 所属 得点

１位 加藤　美季 スポーツクラブZip麻生 10.250 

２位 - - -

３位 - - -

４位 - - -

５位 - - -

６位 - - -

☆Level 9 氏名 所属 得点

１位 - - -

２位 - - -

３位 - - -

４位 - - -

５位 - - -

６位 - - -

☆Level 10 氏名 所属 得点

１位 佐藤　紫乃 札幌北斗高等学校 9.550 

２位 永田　彩乃 札幌北斗高等学校 8.750 

３位 - - -

４位 - - -

５位 - - -

６位 - - -



２００８ライラックチャレンジ新体操大会

☆☆☆☆☆入賞者一覧☆☆☆☆☆
☆高体連二部 氏名 所属 得点

１位 阿子島　令佳 札幌北斗高等学校 7.400 

２位 岩井　麻里乃 札幌北斗高等学校 5.850 

３位 佐々木　唯 札幌北斗高等学校 5.250 

４位 - - -

５位 - - -

６位 - - -

☆高体連一部 氏名 所属 得点

１位 佐藤　紫乃 札幌北斗高等学校 9.550 

２位 永田　彩乃 札幌北斗高等学校 8.750 

３位 - - -

４位 - - -

５位 - - -

６位 - - -

☆団体（徒手の部） 団体名 得点

１位 札幌MEG.RGクラブ　Cチーム 10.333 

２位 札幌MEG.RGクラブ　Dチーム 8.741 

３位 輝(キラ)　　Ｋ 8.500 

４位 輝(キラ)　　R 7.558 

５位 - -

６位 - -

☆団体（小中学生の部） 団体名 得点

１位 札幌MEG.RGクラブ　Aチーム 9.683 

２位 スポーツ　クラブZip　麻生A 7.575 

３位 札幌MEG.RGクラブ　Ｂチーム 6.775 

４位 スポーツ　クラブZip　麻生Ｂ 5.158 

５位 - -

６位 - -

☆集団演技の部

雅楽R.G『とけいやのみせさき』 ファンタジー賞
熟XILE・WITH半熟玉子『ペコリ　　ナイト』 エネルギー賞
雅楽R.G＆雅楽キッズ☆新体操クラブ『S･A･Z･A･E･S･A･N♪』 演出賞
V.A.バトンチーム『American　water　front』 ベストコスチューム賞
スポーツクラブZip麻生 『Battle』 優秀チャレンジ賞
V.A.SPARK★『SPARK　on　the　floor★』 最優秀チャレンジ賞


