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全国中学校体育連盟

52th  全国中学校新体操選手権大会

2021/08/19

団体　ボール5　成績順位 会場：エスフォルタアリーナ八王子

順位 所属名 選手氏名 D(難度） E（実施） 減点 決定点 点差

1位

東京 北沢 優羽 大井 美結 若林 亜海 20.70 4.60

25.30 ---足立区立花畑 立和名 花梨 山口 心優 3.90 2.60

【監督】吉田 桃子 鈴木 奏 井口 雪乃 16.80 2.80

2位

大阪 上村 楓 坂本 花菜 岩崎 愛菜 21.80 3.75

0.30 25.25 0.05金蘭会 小笠原 乃杏 関口 結芽 4.00 2.00

【監督】戸来 詢 岡野 心咲 谷口 あおい 17.80 4.25

3位

千葉 東 愛梨 寺﨑 天音 小西 亜美花 18.30 5.20

23.50 1.75昭和学院 杉井 千和 村山 梨花 4.10 2.30

【監督】塩屋 恵美子 北川 花音 田中 利冴 14.20 2.50

4位

奈良 加藤 衣織 黒田 奈菜 中村 心実 18.30 4.45

22.75 0.75奈良市立富雄南 木村 心海 熊井 美邑 4.00 2.00

【監督】西田敬子 14.30 3.55

5位

東京 秋本 響 大野 伊織 田村 芽生 16.50 4.90

21.40 1.35藤村女子 鎌谷 唯羽 勝木 凪紗 4.10 2.00

【監督】小田島 由佳 井口 梨花 成田 杏紗 12.40 3.10

5位

長野 渋谷 美緒 丸山 莉杏 上野 結萌 18.40 3.30

0.30 21.40 0.00駒ケ根市赤穂 大原 麻身耶 横山 環 3.70 2.40

【監督】池上 絵理香 塩澤 由奈 山浦 秀美 14.70 4.30

7位

千葉 竹岡 水椛 木村 美花 太田 菜々帆 17.60 3.25

20.85 0.55船橋市立葛飾 杉岡 愛菜 三俣 美綺 3.10 2.70

【監督】山岸 李奈 篠原 希空 14.50 4.05

8位

大阪 飯田 凪紗 副島 美音 岸田 妃実花 16.20 4.45

20.65 0.20相愛 東野 りん 谷 春花 3.90 2.40

【監督】四宮 友加里 森脇 璃子 榎本 光希 12.30 3.15

9位

静岡 渡邊 心愛 土橋 莉子 永瀬 紗彩 17.50 3.00

20.50 0.15城南静岡 西尾 桜 渡邊 心結 4.00 2.70

【監督】岡本 さおり 13.50 4.30

10位

富山 宮下 那月 水野 舞花 古瀬  優 16.60 3.80

20.40 0.10砺波市立庄西 加藤悠衣奈 山元 莉心 4.20 2.40

【監督】久保 紀子 舟木 美遊 田上 聖菜 12.40 3.80

11位

鹿児島 野井 楠々美 池之迫 結愛 川畑 侑加 17.10 3.25

20.35 0.05鹿児島純心女子　　 尾薗 紀英 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ華里奈 4.00 2.60

【監督】永家 未来 上川路 朋花 滝本 杏樹 13.10 4.15

12位

北海道 北内 綴 馬渕 結朱 中山 絢惺 14.80 2.50

17.30 3.05札幌市立八条 本庄 紅寧 山岸 友珠 3.80 2.80

【監督】小玉 亜都子 荒川 優希奈 木村 依歌 11.00 4.70

13位

愛知 姫野 日美可 梅咲 歓音 高木 麻邦 13.80 3.10

16.90 0.40名古屋女子大学 大塚 絵実 髙畑 いつ 4.00 2.80

【監督】荒井 あゆみ 中村 理杏 桑山 梨央 9.80 4.10

14位

東京 武田 詩心 渡辺 百香 佐藤 美桜 14.40 2.35

16.75 0.15板橋区立志村第四 千葉 葵 森田 爽菜 3.50 3.10

【監督】李 英美 大渕 心奈 10.90 4.55
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52th  全国中学校新体操選手権大会

団体　5 会場：エスフォルタアリーナ八王子

順位 所属名 選手氏名 D(難度） E（実施） 減点 決定点 点差

15位

徳島 一宮 莉子 福岡 ひなた 鎌田 結 13.90 2.75

16.65 0.10阿南市立羽ノ浦 入江 詩乃 幸泉 遥 4.10 2.70

【監督】濱村 香澄 世良 茉那果 宇野 芙美 9.80 4.55

16位

富山 濱 くるみ 湊 あかり 前田 柚季 13.80 2.60

16.40 0.25富山市立山室 山本 夢音 田中 美波 3.40 2.70

【監督】吉田 秀徳 赤木 千都穂 10.40 4.70

17位

愛知 馬淵 心美 中谷 夢羽 服部 陽向 13.80 2.50

16.30 0.10名古屋市立吉根 服部 陽和 鈴木 ねね 3.60 3.00

【監督】林 成和 10.20 4.50

18位

京都 米沢 彩未 宮野 桃 本郷 沙歩 13.80 2.00

15.80 0.50京都聖母学院 米田 麗央 西 寿里愛 3.40 3.00

【監督】髙平 紫帆 岩﨑 葉南 岩﨑 優羽 10.40 5.00

19位

大分 和氣 依吹 宮川 雛綺 兒玉 夢叶 13.20 1.85

15.05 0.75大分市立南大分 曽根田 彩咲 常廣 千世子 3.80 3.00

【監督】加藤 麻穂 清水 更紗 常廣 万由子 9.40 5.15

20位

鳥取 酒本 愛乃 北村 蒼衣 丸山 和華 12.00 2.85

14.85 0.20鳥取市立南 森山 奈々 大久保 芽衣 3.80 2.70

【監督】吉田 千恵子 木下 来渚 徳本 美佑 8.20 4.45

21位

秋田 米谷 心鞠 植田 麻央 佐藤 紫織 12.60 1.25

13.85 1.00秋田市立御野場 伊藤 香椰乃 佐藤 鈴 2.60 3.40

【監督】七尾 真結 小塚 琉叶 10.00 5.35

22位

佐賀 小栁 流華 藤戸 聖奈 木下 聖奈 11.20 2.60

13.80 0.05神埼市立神崎 諸田 有美 原 加奈詠 3.10 2.90

【監督】中原 裕香子 弟子丸 美桜 俣野 蒼依 8.10 4.50

23位

新潟 色摩 美海 嶽本 あおい 齋藤 麗愛 11.20 2.30

13.50 0.30新潟市立亀田 佐藤 夢来々 中野 めい 3.80 3.00

【監督】五十嵐 陽介 塚本 陽咲 笹川 心乃 7.40 4.70

24位

秋田 斎藤 夏望 谷内 円依 工藤 夏美 11.90 1.55

13.45 0.05秋田市立泉 齊藤 果歩 竹内 由季菜 2.90 3.30

【監督】金子 万里 大関 絢心 鈴木 陽菜 9.00 5.15

25位

福島 長沼 瑠羽 村田 浩彩 佐藤 咲来 10.90 2.25

13.15 0.30郡山市立郡山第三 田中 里奈 舛谷 優衣 3.00 3.10

【監督】加藤 宏美 渡邊 紗奈 佐藤 美羽 7.90 4.65

26位

徳島 古澤 葵 岡 結香 川西 ひな 11.00 1.90

12.90 0.25生光学園 吉成 湖菜 渡邊 紗良 3.70 3.20

【監督】渡邊 優子 田村 綾花子 野田 亜莉彩 7.30 4.90

審判長


