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第 25,26,27 回世界	 

バトントワリング選	 

手権大会女子 Jr 部門	 

第１位、第 30,31 回	 

女子 Sr 部門第１位、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 国内の選手権大会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 においてもソロ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 トワールグランプリ	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を始め、毎回優秀な	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 成績を収めている。	 	 	 	 	 	 

今大会はソロトワールと、姉妹でペア部門に	 	 	 

出場！	 

	 	 	 所属：大越多美子バトンスタジオ	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

	 

	 

	 

	 

 

 

 

                  所属：TWIRL i Majorettes 

                  鶴ヶ島市南中学校 3 年             秀明英光高等学校 

                  4 歳からバトンを始め、第                  1 年生 

                        37 回、38 回全日本バトン         第 38 回全日本バトン 

                        トワリング選手権関東          トワリング選手権関東 

                        ブロック大会において          ブロック大会ソロトワール 

                  スリーバトン中学校部門        男子ジュニア部門第１位 

                        第１位                    今大会は、ソロトワールと 

                  今大会はソロトワール男子        スリーバトンの 2 種目に 

                        ジュニア部門にも出場しま          出場します。 

                  す。                        所属：大越多美子 

    桐ヶ窪	 亮太	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 バトンスタジオ	 

 

 

 

                     

西垣	 知枝 
高橋	 歩暖 東山	 拓仁 

西垣	 道隆 

所属：大越多美子バトンスタジオ、期待の 4年生ペア★ 
高橋選手（淑徳小学校）今大会はペア以外にもソロトワー

ル、ダンストワールにも出場、東山選手（さいたま市立桜

木小学校）ソロトワール、トゥーバトンにも出場します。

小さな体で挑戦する大技が見どころです！ 

日  時 ： ２０１３年６月２９日（土）・３０日（日）  
会  場 ： さいたま市記念総合体育館  
主  催 ： 日本バトン協会関東支部  
問合せ先 ： 日本バトン協会関東支部 事務局 ０３－５８７９－６４６６ 


