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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　大 野　美 幸

主 将
総 務

三 井 も も
二 上 む つ み
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伊藤　汐理（文４）
木下　舞香（文４）
薦田　　彩（文４）
二上むつみ（文４）
三井　もも（文４）
伊藤　　槙（芸４）
細井　彩音（芸４）
守屋　美優（芸４）
山路　瑞姫（芸４）

冨吉　愛海（文３）
西谷里佳子（文３）
赤松　利恵（芸３）
北尾　美貴（芸３）

西村　　葵（文２）
櫛山ももえ（文２）
広瀬　春奈（文２）
中川　　彩（文２）
川村明日香（経２）
髙田　莉歩（生２）
原田菜々子（芸２）
杉原　美保（芸２）
山崎明日香（芸２）
後藤優香利（芸２）

北見　優衣（文１）
植田　雛子（文１）
桑原はるか（文１）
後藤　七海（文１）
嘉瀬　玲那（経１）
田中　雅枝（商１）
早川　　静（芸１）
塩見　優花（通１）

�応援リーダー
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第９回アジアインターナショナルオープン
　５月９日～５月10日　於国立代々木第一体育館
グループスタンツ演技競技

予選敗退（チームA）
予選得点 91.5点
参加者

木下　舞香 三井　もも
北尾　美貴 川村明日香
髙田　莉歩

予選敗退（チームB）
予選得点 85.0点
参加者

二上むつみ 伊藤　　槙
西村　　葵 杉原　美保
後藤優香利

１位　梅花高等学校RAIDERS
２位　梅花女子大学RAIDERS・A
３位　千葉明徳高等学校HOPPERS・A
４位　東海大学FINE
５位　横浜女学院高等学校GAZELLES・A
６位　帝京大学BUFFALOS・A
７位　千葉明徳高等学校HOPPERS・C
８位　帝京大学BUFFALOS・B
９位　横浜女学院高等学校GAZELLES・B
10位　千葉明徳高等学校HOPPERS・B
11位　日本大学DIPPERS・A
12位　梅花女子大学RAIDERS・B
13位　日本大学DIPPERS・B

第17回関東選手権大会
　６月12日～６月14日　於国立代々木第一体育館
グループスタンツ演技競技

第４位（チームB）
得点 88.0点
参加者

冨吉　愛海 北尾　美貴
川村明日香 髙田　莉歩
山崎明日香

グループスタンツ演技競技
第５位（チームA）

得点 85.5点
参加者

伊藤　　槙 西村　　葵
杉原　美保 後藤優香利

植田　雛子

１位　帝京大学BUFFALOS・A
２位　帝京大学BUFFALOS・B
３位　日本体育大学VORTEX
４位　日本大学DIPPERS・B
５位　日本大学DIPPERS・A

自由演技競技　Division２
規定演技得点 82.5点

第18位
自由演技得点 140.5点

第19位
総合順位
第20位
参加者

細井　彩音 守屋　美優
西谷里佳子 櫛山ももえ
中川　　彩 広瀬　春奈
金　　沙月 北見　優衣
植田　雛子 桑原はるか
後藤　七海 嘉瀬　玲那
田中　雅枝 塩見　優花

１位　帝京大学BUFFALOS・A
２位　東京高等学校JUICES・A
３位　帝京大学BUFFALOS・B
４位　日本体育大学VORTEX
５位　桜美林大学THREE NAILS CROWNS
６位　横浜女学院高等学校GAZELLES
７位　千葉明徳高等学校HOPPERS・A
８位　目白研心高等学校POLARIS・A
９位　日本女子体育大学TOMBOYS
10位　恵泉女学園高等学校BLAZERS
11位　立教大学BEAMS
12位　神奈川県立住吉高等学校LANCERS
13位　日本大学高等学校CHERRIES
14位　日本大学習志野高等学校VENUS
15位　神奈川県立茅ヶ崎高等学校CHIGASAKI LANCERS・A
16位　法政大学高等学校HURRICANES・A
16位　目白研心高等学校POLARIS・B
18位　中央大学SPIRITS
19位　日本大学DIPPERS

自由演技競技　Division１
規定演技得点 85.5点

第18位

成　績
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自由演技得点 174.0点
第11位
総合順位
第15位
参加者

薦田　　彩 三井　もも
山路　瑞姫 伊藤　　槙
冨吉　愛海 赤松　利恵
北尾　美貴 西村　　葵
川村明日香 髙田　莉歩
杉原　美保 山崎明日香
原田菜々子 後藤優香利
田中　雅枝 早川　　静

１位　帝京大学BUFFALOS
２位　日本体育大学VORTEX
３位　日本女子体育大学TOMBOYS
４位　桜美林大学THREE NAILS CROWNS
５位　教大学（チアリーディングクラブ）BEAMS
６位　同女子大学SPARKS
７位　東洋英和女学院大学PANTHERS
８位　青山学院大学REESES
９位　東京外国語大学RAMS
10位　早稲田大学（チアリーダーズ）FALCONS
11位　日本大学DIPPERS

チアリーディング日本選手権大会
　８月28日～８月30日　於国立代々木第一体育館
フライデートーナメント競技部門

第３位（チームA）
得点 193.5点

１位　大阪学院大学PHOENIX
２位　明治大学（チアリーディングチーム）JAGUARS
２位　日本大学DIPPERS

自由演技競技　Division１
準決勝

得点 179.5点
参加者

伊藤　汐理 木下　舞香
三井　もも 伊藤　　槙
守屋　美優 冨吉　愛海
赤松　利恵 北尾　美貴
西村　　葵 川村明日香
髙田　莉歩 杉原　美保
山崎明日香 後藤優香利
田中　雅枝 早川　　静

１位　日本文理大学BRAVES

２位　帝京大学BUFFALOS
３位　梅花女子大学RAIDERS
４位　日本体育大学VORTEXラインオーバー
５位　大阪学院大学PHOENIX
６位　立命館大学PEEWEES!
７位　桜美林大学THREE NAILS CROWNS
８位　愛知淑徳大学RANGERS
９位　学習院大学同女子大学SPARKS
10位　同志社大学同女子大学CHEERING ANGELS
11位　明治大学（チアリーディングチーム）JAGUARS
12位　青山学院大学REESES
13位　立教大学（チアリーディングクラブ）BEAMS
14位　早稲田大学（応援部）BIG BEARS
　　　東洋英和女学院大学PANTHERS
16位　日本大学

第27回全日本学生選手権大会
　12月12日～12月13日　於国立代々木第一体育館
自由演技　Division１

予　選
第４位　本　　学 195.0点
準決勝
第18位　本　　学 172.5点
参加者

冨吉　愛海 赤松　利恵
北尾　美貴 西村　　葵
中川　　彩 川村明日香
髙田　莉歩 杉原　美保
山崎明日香 原田菜々子
後藤優香利 植田　雛子
後藤　七海 嘉瀬　玲那
田中　雅枝 早川　　静

１位　日本文理大学BRAVES
２位　梅花女子大学RAIDERS
３位　帝京大学BUFFALOS
４位　立命館大学PEEWEES!
５位　日本体育大学VORTEX
６位　日本女子体育大学TOMBOYS
７位　愛知淑徳大学RANGERS
８位　立教大学（チアリーディングクラブ）BEAMS
９位　早稲田大学（チアリーダーズ）FALCONS
10位　明治大学（チアリーディングチーム）JAGUARS
11位　関西外国語大学同短期大学部PYRATES
12位　桜美林大学THREE NAILS CROWNS
13位　上智大学（ソフィアチアリーダーズ）LOLLIPOPPERS
14位　西南学院大学HEARTIES
15位　中京大学SHEEP
16位　青山学院大学REESES
17位　北海道大学CADENDIA
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18位　東洋英和女学院大学PANTHERS
　　　日本大学DIPPERS

－455－




