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 　　　　日本大学八幡山総合体育館

部　長　野　田　慶　人 副部長　木　村　政　司 監　督　若女井　光　男

主 将
総 務
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遠山　結香（文４）
稲田　奈々（文４）
原　利都子（文４）
樋口　　愛（文４）
勝村　幸奈（文４）
益川　結衣（文４）
鈴木しおり（商４）
柴田奈津美（生４）
古川紗也華（生４）
田井　愛美（芸４）
布施木彩耶（芸４）
岩本佳那子（芸４）
榎本　蒔子（芸４）

伊藤　汐理（文３）
木下　舞香（文３）
薦田　　彩（文３）
二上むつみ（文３）
三井　もも（文３）
伊藤　　槙（芸３）
守屋　美優（芸３）
細井　彩音（芸３）
山路　瑞姫（芸３）

冨吉　愛海（文２）
西谷里佳子（文２）
赤松　利恵（芸２）
北尾　美貴（芸２）

西村　　葵（文１）
川村明日香（経１）
髙田　莉歩（生１）
原田菜々子（芸１）
後藤優香利（芸１）
杉原　美保（芸１）
山崎明日香（芸１）

�応援リーダー
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第８回アジアインターナショナル
オープンチャンピオンシップ

　５月17日～５月18日　於国立代々木第一体育館
Division１

第５位
規定得点 120.5点
予選得点 201.0点
決勝得点 204.5点
参加者

遠山　結香 古川紗也香
岩本佳那子 榎本　蒔子
伊藤　汐理 木下　舞香
二上むつみ 伊藤　　槙
守屋　美優 細井　彩音
冨吉　愛海 赤松　利恵
北尾　美貴 川村明日香
杉原　美保 山崎明日香

優　勝　帝京大学
準優勝　梅花女子大学
第３位　千葉明徳高校
第４位　日本女子体育大学
第５位　本　　学

Division２
第６位

規定得点 91.5点
決勝得点 161.0点
参加者

稲田　奈々 柴田奈津美
布施木彩耶 田井　愛美
薦田　　彩 山路　瑞姫
西谷里佳子 西村　　葵
中川　　彩 髙田　莉歩
原田菜々子 後藤優香里

優　勝　帝京大学Ａ
準優勝　梅花女子大学
第３位　帝京大学Ｂ
第４位　横浜女学院高校
第５位　櫻美林大学
第６位　本　　学

グループスタンツ演技競技
決勝　第８位（チームB）

予選得点 102.5点
決勝得点 100.0点
参加者

伊藤　　槙 守屋　美優

北尾　美貴 川村明日香
杉原　美保

予選　第11位（チームA）
予選得点 84.0点

参加者
古川紗也華 岩本佳那子
榎本　蒔子 伊藤　汐理
細井　彩音

優　勝　帝京大学Ａ
準優勝　Russian Cheerleading Federation
第３位　帝京大学Ｂ
第４位　梅花女子大学Ａ
第５位　横浜女学院高校Ｂ
第６位　千葉明徳高校Ａ
第６位　梅花女子大学Ｂ
第８位　本　　学Ｂ
第11位　本　　学Ａ

第16回関東チアリーディング選手権大会
　６月21日～６月22日　於国立代々木第一体育館
Division１

第４位
規定演技得点 113.0点
自由演技得点 206.0点

参加者
原　利都子 勝村　幸奈
樋口　　愛 古川紗也香
岩本佳那子 榎本　蒔子
伊藤　汐理 二上むつみ
伊藤　　槙 細井　彩音
冨吉　愛海 赤松　利恵
北尾　美貴 川村明日香
杉原　美保 山崎明日香

優　勝　日本体育大学
準優勝　帝京大学
第３位　日本女子体育大学
第４位　本　　学

Division２
第４位

規定演技得点 101.5点
自由演技得点 176.0点

参加者
遠山　結香 稲田　奈々
柴田奈津美 布施木彩耶
田井　愛美 木下　舞香

成　績
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薦田　　彩 山路　瑞姫
西谷里佳子 西村　　葵
中川　　彩 髙田　莉歩
原田菜々子 後藤優香里

優　勝　帝京大学Ａ
準優勝　日本体育大学
第３位　帝京大学Ｂ
第４位　本　　学

グループスタンツ演技競技　大学の部
優　勝（Aチーム）

得点 121.0点
参加者

原　利都子 樋口　　愛
古川紗也華 岩本佳那子
榎本　蒔子

第５位（Bチーム）
得点 100.5点

参加者
二上むつみ 伊藤　　槙
北尾　美貴 川村明日香
杉原　美保

優　勝　本　　学Ａ
準優勝　帝京大学Ａ
第３位　帝京大学Ｂ
第４位　日本体育大学Ａ
第５位　本　　学Ｂ

JAPAN CUP 2014日本選手権大会
　８月22日～８月24日　於国立代々木第一体育館
Division１

決　勝　第９位
得点 306.0点

参加者
遠山　結香 原　利都子
勝村　幸奈 樋口　　愛
古川紗也香 柴田奈津美
岩本佳那子 榎本　蒔子
三井　もも 二上むつみ
伊藤　　槙 冨吉　愛海
赤松　利恵 北尾　美貴
川村明日香 杉原　美保

優　勝　日本文理大学
準優勝　帝京大学
第３位　梅花女子大学
第４位　同志社大学
第５位　立命館大学
第９位　本　　学

Division２
決　勝　第12位

得点 159.0点
参加者

益川　結衣 稲田　奈々
鈴木しおり 布施木彩耶
田井　愛美 木下　舞香
薦田　　彩 伊藤　汐理
細井　彩音 山路　瑞姫
西谷里佳子 西村　　葵
中川　　彩 山崎明日香
原田菜々子 後藤優香里

優　勝　梅花女子大学
準優勝　日本文理大学
第３位　箕面自由学園高校Ａ
第４位　梅花高校
第５位　帝京大学Ａ
第12位　本　　学

グループスタンツ演技競技
決　勝　第５位（Ａチーム）

得点 117.0点
参加者

原　利都子 樋口　　愛
古川紗也華 岩本佳那子
榎本　蒔子

優　勝　梅花高校
準優勝　箕面自由学園高校Ａ
第３位　梅花女子大学Ａ
第４位　帝京大学Ａ
第５位　本　　学Ａ

グループスタンツ演技競技　女子部門
準決勝敗退（Ｂチーム）
参加者

三井　もも 伊藤　　槙
北尾　美貴 川村明日香
杉原　美保

第26回全日本学生チアリーディング選手権大会
　12月13日～14日　於代々木第一体育館
Division１

準決勝　総合順位
第１位　帝京大学 272.0点
第２位　日本文理大学 269.5点
第３位　梅花女子大学 250.5点
第４位　日本体育大学 242.5点
第５位　立命館大学 216.0点
第６位　櫻美林大学 214.0点
第７位　大阪学院大学 213.5点

－422－



第８位　立教大学 210.0点
第９位　早稲田大学 205.5点
第10位　日本女子体育大学 205.0点
第11位　愛知淑徳大学 203.5点
第12位　中京大学 201.5点
第13位　本　　学 198.0点　準決勝敗退
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