
全日本選手権選出者

女子U‐９部門 参加　20名
1位 オサムバトンスタジオバンビーノ ○
2位　 バトンチェリーブルーミング ○
女子Ｕ‐１２部門 参加　83名
1位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　ＫＩＲＡＲＡ ○
2位　 エルドールバトンクラブ ○
3位 バトンチェリーブルーミング ○
4位 ○
5位 ○
女子Ｕ‐１５部門 参加　109名
1位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　空 ○
2位　 オサムバトンスタジオ ○
3位 バトンチェリーブルーミング ○
4位 バトンチェリーブルーミング ○
5位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　α ○
6位 オサムバトンスタジオｓｔｅｌｌａ ○
女子Ｕ‐１８部門 参加　108名
1位 オサムバトンスタジオ ○
2位　 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
3位 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
4位 コメット ○
5位 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
6位 オサムバトンスタジオ ○
女子Ｕ‐２２部門 参加　14名
1位 オサムバトンスタジオ ○
2位　 ○
3位 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
4位 Ｂａｔoｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ　 ○
5位 Ｂａｔoｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ　 ○
女子O‐２３部門 参加　4名
1位 オサムバトンスタジオ ○
2位　 ○
男子Ｊｒ　Ｕ‐１２部門 参加　4名
1位 ＮＧＴジュニアスペシャル ○
男子Ｊｒ　Ｕ‐１７部門 参加　4名
1位 ＰＬ愛知第一ＭＢＡ ○
２位 ＮＧＴリトルスターズ ○
男子Ａｄ部門 参加　1名
1位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○

女子Ｕ‐１２部門 参加16名
1位 Ｂａｔoｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ　Ａｍｉ ○
2位　 バトンチェリーブルーミング ○
3位 ＰＬ静岡第二ＭＢＡ ○
女子Ｕ‐１５部門 参加　34名
1位 ＮＧＴリトルスターズ ○
2位　 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　α ○
3位 ＮＧＴリトルスターズ ○
4位 ＮＧＴリトルスターズ ○
女子Ｕ‐１８部門 参加　23名
1位 ＮＧＴリトルスターズ ○
2位　 Ｂａｔoｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ ○
3位 Ｂａｔoｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ ○
4位 コメット ○
5位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　ハニーズ ○
女子Ｏ‐１９部門 参加　9名
1位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　空 ○
2位　 ナゴヤゴールデントワラーズ 辞退
3位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
4位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
5位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
男子Ｊｒ　Ｕ‐１２部門 参加　1名
1位 ＮＧＴジュニアスペシャル ○
男子Ｊｒ　Ｕ‐１７部門 参加　3名
1位 ＮＧＴリトルスターズ ○

エルドールバトンクラブ
コメット

山田　果歩

ナゴヤゴールデントワラーズ
千田　紗矢香
加藤　風歌

金田　実桜
中島　笑里

青山　莉子

荻野　園巳 ナゴヤゴールデントワラーズ

渡辺　真奈

佐藤　咲空
加藤　美優

後藤　翼

寺本　充孝

林　瑚夏

藁科　柚菜

髙木　悠衣

伊藤　綾

八田　麻由

蒲　和葉
竹内　いちご

増田　朱里

野畑　美緒

山中　優杏
稲垣　佑萌

大串　涼華

野畑　美緒
柴田　もも

荒川　夏葉

増田　有里

弓納持　華

花井　奏

鈴木　翔真

濵嶌　恒希

トゥーバトンの部

第43回全日本バトントワーリング選手権東海支部大会

2018年2月１１日（日）・１２日（月・祝）

日本ガイシスポーツプラザ（日本ガイシホール）

ソロトワールの部

受賞者発表

中島　笑里

山田　茄奈

木村　巴南
山口　友那

國近　日葉里

鈴木　翔真

西脇　千裕

竹居　千奈津
吉田　有希

加藤　舞夕

出井　ひより

今村　菜摘

韮沢　里麻

山田　彩木
加藤　智美
深谷　美海

林　夏生



スリーバトンの部 全日本選手権選出者

女子Ｕ‐１２部門 参加　3名
1位 バトンチェリーブルーミング ○
女子Ｕ‐１５部門 参加　9名
1位 愛町バトン部 ○
2位　 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　α ○
3位 ＮＧＴリトルスターズ ○
4位 ＮＧＴリトルスターズ ○
女子Ｕ‐１８部門 参加　9名
1位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　空 ○
2位　 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　空 ○
3位 ＮＧＴリトルスターズ ○
4位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
女子Ｏ‐１９部門 参加　7名
1位 ナゴヤゴールデントワラーズ 辞退
2位　 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
3位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
4位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
5位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
6位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
男子Ａｄ部門 参加　2名
1位 ＰＬ愛知第一ＭＢＡ ○
男子Ａｄ部門 参加　1名
1位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○

Ｕ‐１２部門 参加　19名
1位 バトンチェリーブルーミング ○
2位　 オサムバトンスタジオバンビーノ ○
Ｕ‐１５部門 参加　28名
1位 バトンチェリーブルーミング ○
2位　 バトンチェリーブルーミング ○
3位 オサムバトンスタジオ ○
4位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　α ○
Ｕ‐１８部門 参加　32名
1位 オサムバトンスタジオ ○
2位　 関ブリリアントメイツ ○
3位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　空 ○
4位 ＮＧＴリトルスターズ ○
Ｏ‐１９部門 参加　6名
1位 オサムバトンスタジオ 辞退
2位　 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
3位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
4位 ○

Ｕ‐１２部門 参加　27名
1位 オサムバトンスタジオバンビーノ ○
2位　 エルドールバトンクラブ ○
3位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　ＫＩＲＡＲＡ ○
4位 Ｂａｔoｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ　Ａｍｉ ○
Ｕ‐１５部門 参加　33名
1位 愛町バトン部 ○
2位　 オサムバトンスタジオ　ｓｔｅｌｌａ ○
3位 オサムバトンスタジオ　ｓｔｅｌｌａ ○
4位 コメット ○
5位 オサムバトンスタジオ　ｓｔｅｌｌａ ○
Ｕ‐１８部門 参加35名
1位 ＭＡＴＳＵＳＡＫＡ　ＢＡＴＯＮ　ＣＬＵＢ ○
2位　 西陵バトン部 ○
3位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　空 ○
4位 ＴＷＩＲＬ ＴＥＡＭ　空 ○
5位 愛町バトン部 ○
Ｏ‐１９部門 参加　14名
1位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
2位　 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
3位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
4位 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
5位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○

北村　涼乃

中根　陽菜

若杉　奈那華

山口　ひびき

山田　果歩

深谷　美海
若杉　怜華

伊藤　葵

増田　朱里

吉浦　瑠里

丹羽　駿斗

水野　比南丹

柴田　ひより

田木　美羽

黒田　紗名
高田　唯莉菜

松本　奈都乃
竹下　実菜子

青山　莉子

荻野　園巳

寺本　充孝

石原　友利恵

前山　にこ

山田　茄奈

八田　麻由

後藤　咲愛羅

鈴木　恵理
齋藤　瑞月

國近　日葉里

佐野　美和

竹内　いちご

加藤　舞夕

第43回全日本バトントワーリング選手権東海支部大会

2018年2月１１日（日）・１２日（月・祝）
日本ガイシスポーツプラザ（日本ガイシホール）

今村　菜摘

松浦　史愛

受賞者発表

蒲　水輝

中島　梨乃

竹居　千奈津

柴田　もも
蒲　水輝

吉田　有希

北村　涼乃

加藤　智美

川口　栞歩

川口　栞歩
山中　優杏

小島　あい
林　みちる

小田　起子
弓納持　華

ソロストラットの部

ダンストワールの部
Ｂａｔoｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ　

戸松　美穂



ペアの部 全日本選手権選出者

Ｕ‐１２部門 参加　12組
1位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ　Ａｍｉ ○
2位　 ＮＧＴジュニアスペシャル ○
3位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ　Ａｍｉ ○
4位 ＰＬ愛知第二ＭＢＡ ○
Ｕ‐１５部門 参加　18組
1位 関ブリリアントメイツ ○
2位　 愛町バトン部 ○
3位 オサムバトンスタジオ ○
4位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ　Ａｍｉ ○
Ｕ‐１８部門 参加　14組
1位 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
2位　 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ ○
3位 ＭＡＴＳＵＳＡＫＡ　ＢＡＴＯＮ　ＣＬＵＢ ○
4位 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
Ｏ‐１９部門 参加　　3組
1位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ ○
2位　 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○

女子ジュニア部門 参加　10名
1位 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
2位　 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○
3位 バトンチェリーブルーミング ○
4位 オサムバトンスタジオ ○
5位 バトンチェリーブルーミング ○
6位 オサムバトンスタジオ ○
女子シニア部門 参加　7名
1位 オサムバトンスタジオ ○
2位　 オサムバトンスタジオ 辞退
3位 ナゴヤゴールデントワラーズ ○
4位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ ○
5位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ ○
6位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ 辞退
7位 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空 ○　

ペアジュニア部門 参加　　2組
1位 コメット ○
2位　 ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　α ○
ペアシニア部門 参加　　1組
1位 Ｂａｔｏｎ　Ｔｅａｍ　Ｇｒａｃｅ ○
団体部門 参加　　3組

大串　優妃 大串　涼華

増田　諭南 野畑　美緒
小田　起子

竹居　千奈津

花井　奏
中島　梨乃
深谷　美海
増田　朱里

前山　にこ

伊藤　綾

増田　有里

蒲　和葉
木村　巴南
吉田　有希

竹内　いちご

大串　涼華

フリースタイルペアの部

塚本　紗夕 塚本　珠夕

2018年2月１１日（日）・１２日（月・祝）

足立　和樺

長谷川　愛実 古賀　叶芽

3位

フリースタイル個人の部

木村　巴南

川﨑　心

垣見　向夏花

1位

2位

実近　映里

西村　理那

伊藤　心音

第43回全日本バトントワーリング選手権東海支部大会

西川　歩里

川上　友佳

林　瑚夏
伊藤　麻帆

久江　紗矢

三輪　杏紗
千田　彩華

大串　涼華

○

○

ＴＷＩＲＬ　ＴＥＡＭ　空

ナゴヤゴールデントワラーズ

愛知淑徳高等学校バトントワーリング部

大串　優妃
千田　紗矢香

増田　有里
木村　唯奈

鳥居　美月

坂井　一由

日本ガイシスポーツプラザ（日本ガイシホール）
受賞者発表

佐野　美和

○

高田　唯莉菜

山口　友那

鈴木　愛叶




