
【　女子ジュニアⅠ部門　】　　　　　　参加　54　名

ソロトワール　決勝　順位表

大会期間：2021/03/26～2021/03/28 会場：丸善インテックアリーナ大阪

氏名 団体名 都道府県支　部

第2回 全日本バトントワーリングジュニア選手権大会

第1位 瓜生　陽花 埼玉県
ウリュウ　マハナ Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 関東

第2位 松尾　瑚子 福岡県
マツオ　ココ 福岡ファイヤーバードバトンチーム 九州

第3位 竹島　果春 福岡県
タケシマ　カシュン ゆりの樹Ｂａｔｏｎ　Ｓｔｕｄｉｏ 九州

第4位 松澤　埜乃 埼玉県
マツザワ　ノノ Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 関東

第5位 平木　七枝 大阪府
ヒラキ　ナナエ ワールドウィングススポーツバトンクラブ 関西

第6位 朝倉　珠生 埼玉県
アサクラ　ミオ Ｂｌｕｅ　Ｔｗｉｎｋｌｅ 関東

第7位 石原　凜 大阪府
イシハラ　リン ワールドウィングススポーツバトンクラブ 関西

第8位 藪田　理子 大阪府
ヤブタ　リコ スタジオ　キャッツアイ　ジュニア 関西

第9位 池田　夢子 静岡県
イケダ　ユメコ Ｂａｔｏｎ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｇｏｌｄ 東海

第10位 前　亜寿美 大阪府
マエ　アスミ バトンチーム真 関西



第11位 石井　蓮純 福岡県
イシイ　ハスミ 福岡ファイヤーバードバトンチーム 九州

第12位 境　さくら 福岡県
サカイ　サクラ 福岡ファイヤーバードバトンチーム 九州

第13位 丸山　瑠華 大阪府
マルヤマ　ルカ ブルーキャナリーバトンスタジオ 関西

第14位 竹下　夢奈 福岡県
タケシタ　ユメナ タカコバトントワリングＤａｎｃｉｎｇ　Ｃｌｕｂ　ジュニア 九州

第15位 末永　純女 大阪府
スエナガ　アヤメ バトントワリングクラブｍ★ＳＴＡＲ 関西

第16位 林　来海 大阪府
ハヤシ　クルミ チエバトンスクール 関西

第17位 藤枝　千空 香川県
フジエ　ソラ バトンチーム真　高松 四国

第18位 中間　天惠 広島県
ナカマ　アマエ Ｔ．ｂａｍｂ’ｓ 中国

第19位 笠原　樹 東京都
カサハラ　イツキ リトル・マーメイド　ロイヤル 関東

第20位 川﨑　心 三重県
カワサキ　ココロ Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ 東海

第21位 渡　あまね 福岡県
ワタリ　アマネ 福岡ファイヤーバードバトンチーム 九州

第22位 佐藤　咲空 愛知県
サトウ　サラ オサムバトンスタジオバンビーノ 東海

第23位 山成　千代 広島県
ヤマナリ　チヨ ＹＡＹＯＩバトンスクール 中国



第24位 草間　暖奈 東京都
クサマ　ハルナ リトル・マーメイド　ロイヤル 関東

第25位 益本　華稟 福岡県
マスモト　カリン ゴールデンハーツバトンチーム 九州

第26位 土井長　美月 広島県
ドイナガ　ミヅキ ヨーコ・ラブリーバトン 中国

第27位 宮田　琴未 愛知県
ミヤタ　コトミ コメット 東海

第28位 西村　麻凛 石川県
ニシムラ　マリン 金沢市立鞍月小学校バトンクラブ 北陸

第29位 荻野　蒼空 東京都
オギノ　ソラ ツインバトンスタジオ 関東

第30位 鶴谷　胡桃 北海道
ツルヤ　クルミ ＭＡＤＯＲＡＮバトン 北海道

第31位 小原　沙羅 東京都
コハラ　サラ バトンスタジオＡ＆Ｂ 関東

第32位 吉田　くるみ 沖縄県
ヨシダ　クルミ 沖縄ゴールデンハーツバトンチーム 沖縄

第33位 大村　玲永 福井県
オオムラ　レナ 福工大福井中・高等学校バトントワリング部 北陸

第34位 熊澤　夕渚 愛知県
クマザワ　ユナ ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　ＫＩＲＡＲＡ 東海

第35位 滝口　愛生 香川県
タキグチ　アイ バトンスタジオＳＨＯＷ 四国

第36位 又吉　菜月 沖縄県
マタヨシ　ナツキ 沖縄ゴールデンハーツバトンチーム 沖縄



第37位 和久利　理乃 広島県
ワクリ　リノ Ｔ．ｂａｍｂ’ｓ 中国

第38位 松村　麻稟 福井県
マツムラ　マリン バトントワラーズ　フェリーチェヴィータ 北陸

第39位 妹尾　琶子 岡山県
セノオ　ワコ 倉敷バトンフレッシュトワラーズ 中国

第40位 和田　心 愛知県
ワダ　ココロ オサムバトンスタジオバンビーノ 東海

第41位 岡田　唯花 愛知県
オカダ　ユイカ ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　α 東海

第42位 竹野　末美 石川県
タケノ　マミ バトンチームēｍｕ 北陸

第43位 坪井　紗愛 北海道
ツボイ　サラ Ｉ＆Ｍバトンスタジオ 北海道

第44位 宮岡　瑠泉 北海道
ミヤオカ　ルイ Ｂａｔｏｎ　ｔｅａｍ　ＯＮＥ 北海道

第45位 嶋田　光里 福井県
シマダ　ヒカリ バトントワラーズ　フェリーチェヴィータ 北陸

第46位 下平　寧々 宮城県
シモタイ　ネネ ＰＬ宮城ＭＢＡ 東北

第47位 羽地　結 沖縄県
ハネジ　ユイ 沖縄ゴールデンハーツバトンチーム 沖縄

第48位 辻　和々花 北海道
ツジ　ノノカ ａｉ＊Ｌａｎｄ　Ｂａｔｏｎ　ｃｌｕｂ 北海道

第49位 川島　明華 北海道
カワシマ　ハルカ Ｂａｔｏｎ　ｔｅａｍ　ＯＮＥ 北海道



第50位 長嶺　恋美 宮城県
ナガミネ　レミ リトルスターバトン・キッズ 東北

第51位 川口　結愛 北海道
カワグチ　ユイナ ａｉ＊Ｌａｎｄ　Ｂａｔｏｎ　ｃｌｕｂ 北海道

第52位 野田　麻奈 北海道
ノダ　マナ Ｉ＆Ｍバトンスタジオ 北海道

第53位 豊岡　心春 宮城県
トヨオカ　コハル リトルスターバトン・キッズ 東北

第54位 藤谷　麻央 宮城県
フジヤ　マオ リトルスターバトン・キッズ 東北


