
男子  Ｄクラス 女子  Ｄクラス

順位 選手名 所属 学年個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 土井伸之輔 ＧＧＳクラブ 小５ 38.700 1 中村有美香 四天王寺スポーツクラブ 小３ 46.100

2 粟野和樹 アクバススポーツクラブ 小４ 38.625 2 花岡奈菜 四天王寺スポーツクラブ 小３ 46.000

3 上浦亜蘭 アクバススポーツクラブ 小３ 38.450 3 中筋裕美子 なんば体操クラブ 小６ 45.350

4 北田晟一朗 大東スポーツクラブ 小６ 37.750 4 前川なつみ スカイ体操クラブ 小２ 45.150

5 田浦諒也 アクバススポーツクラブ 小２ 37.725 5 金田明里 四天王寺スポーツクラブ 小４ 45.000

6 太野垣　亨 ＧＧＳクラブ 小６ 37.700 6 大石理瑚 なんば体操クラブ 小３ 44.950

7 三木和哉 トミオカ体操クラブ 小３ 37.600 7 阪部未来 リベラル体操クラブ 小４ 44.850

8 中山敦志 アクバススポーツクラブ 小４ 37.450 8 山岡彩乃 四天王寺スポーツクラブ 小３ 44.700

9 泉　　樹 トミオカ体操クラブ 小３ 37.250 9 井岡二千華 なんば体操クラブ 小１ 44.600

10 繁光一希 エムトップクラブ 小５ 36.950 10 福田莉久 アクバススポーツクラブ 小３ 44.450

10 榎本鷹大 箕面スポーツクラブ 小６ 36.950

男子  Ｃクラス 女子  Ｃクラス

順位 選手名 所属 学年個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 田浦誠也 アクバススポーツクラブ 小５ 48.050 1 野口真莉乃 なんば体操クラブ 小４ 50.750

2 中村大輝 大阪体操クラブ 小５ 47.875 2 東岡夏央 四天王寺スポーツクラブ 小５ 49.100

3 内田　遼 アクバススポーツクラブ 小５ 47.525 3 中野まゆか 四天王寺スポーツクラブ 小６ 48.700

4 檜作仁志 ＶＩＣスポーツクラブ 小５ 47.450 4 嶋岡みのり 大阪青山体操クラブ 小５ 48.450

5 南　瑛斗 アクバススポーツクラブ 小５ 47.325 5 迫田夏美 なんば体操クラブ 小４ 48.350

6 谷川晃一 大阪体操クラブ 小５ 47.275 6 小倉佳奈子 リベラル体操クラブ 小４ 48.300

7 佐藤　匠 アクバススポーツクラブ 小５ 47.225 7 上吹越　玲 リベラル体操クラブ 小４ 48.200

8 黒木翔斗 ＶＩＣスポーツクラブ 小６ 47.000 7 谷野桃子 なんば体操クラブ 小３ 48.200

9 三輪育矢 大阪体操クラブ 小６ 46.850 9 山﨑絵里菜 四天王寺スポーツクラブ 小４ 48.050

10 奥野岳史 トミオカ体操クラブ 小５ 46.450 10 小林実優 ＣＩＭＡ体操クラブ 小４ 48.000
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男子  Ｂクラス 女子  Ｂクラス

順位 選手名 所属 学年個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 山根雅記 なんば体操クラブ 中１ 46.050 1 錦野紗織 なんば体操クラブ 中３ 50.850

2 上田　渉 なんば体操クラブ 中２ 45.900 2 佐藤靖子 なんば体操クラブ 中３ 50.700

3 山田健太 大阪青山体操クラブ 中２ 45.800 3 大橋麻耶 四天王寺スポーツクラブ 中１ 50.150

4 大橋　祥 四天王寺スポーツクラブ 小５ 45.700 4 森井知里 四天王寺スポーツクラブ 中１ 48.650

5 伊賀大起 四天王寺スポーツクラブ 小６ 45.400 4 米田有里 なんば体操クラブ 小６ 48.650

6 林　凌 史 ステイクールスポーツクラブ 中２ 45.100 6 塩田朱音 大阪青山体操クラブ 中１ 47.600

7 広瀬勝大 スカイ体操クラブ 中１ 45.000 7 佐藤つかさ スティクールスポーツクラブ 中１ 47.350

8 吉川直輝 四天王寺スポーツクラブ 小６ 44.900 8 山下真生 リベラル体操クラブ 中１ 46.850

9 瀬立憲翔 アクバススポーツクラブ 小６ 44.600 9 杉本麗美 リベラル体操クラブ 小６ 45.950

10 古橋崇志 トミオカ体操クラブ 中１ 44.500 10 辻本佳菜美 四天王寺スポーツクラブ 小６ 45.800

男子  Ａクラス　個人総合 女子  Ａクラス　個人総合

順位 選手名 所属 学年個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 石橋　亮 四天王寺スポーツクラブ 56.950 1 大瀧千波 四天王寺スポーツクラブ 中２ 55.800

2 横山　聖 アクバススポーツクラブ 56.450 2 今西裕万 なんば体操クラブ 中２ 54.850

3 髙橋友哉 大阪青山体操クラブ 55.475 3 小山　愛 ＣＩＭＡ体操クラブ 中２ 52.950

4 吉岡知紘 大阪体操クラブ 55.325 4 荒川真衣 リベラル体操クラブ 中２ 52.850

5 森井裕樹 ＶＩＣスポーツクラブ 53.600 5 上田幸美 なんば体操クラブ 小６ 52.550

6 矢本恭平 なんば体操クラブ 52.000 6 西上　緑 なんば体操クラブ 中３ 52.200

7 池上大喬 大阪体操クラブ 52.650 7 柴田莉歩 アクバススポーツクラブ 小６ 51.800

8 森本純矢 大阪体操クラブ 52.600 8 時枝里衣 リベラル体操クラブ 中１ 51.750

9 安宅慎弥 アクバススポーツクラブ 52.550 9 猫西千暖 四天王寺スポーツクラブ 中１ 51.600

10 仁科悠介 マック体操クラブ 52.500 10 吉谷優子 なんば体操クラブ 小６ 50.600

10 覺野翔太 大阪体操クラブ 52.500
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男子  Ａクラス　団体総合 女子  Ａクラス　団体総合

順位 団体総合 順位 団体総合

1 161.800 1 159.600

2 161.775 2 154.400

3 159.625 3 150.750

男子  Ｂクラス　種目別　つり輪

順位 選手名 所属 学年 得点

1 山田健太 大阪青山体操クラブ 中２ 9.600

2 上田　渉 なんば体操クラブ 中２ 9.300

3 瀬戸根丈寛 四天王寺スポーツクラブ 小６ 9.200

アクバススポーツクラブ

所　　属

なんば体操クラブ

四天王寺スポーツクラブ

CIMA体操クラブ

大阪体操クラブ

大阪青山体操クラブ

所　　属



男子  Ｃクラス 女子  Ｃクラス 補欠

順位 選手名 所属 学年 個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 田浦誠也 アクバススポーツクラブ 小５ 38.550 1 野口真莉乃 なんば体操クラブ 小４ 50.750

2 中村大輝 大阪体操クラブ 小５ 38.375 2 東岡夏央 四天王寺スポーツクラブ 小５ 49.100

3 佐藤　匠 アクバススポーツクラブ 小５ 37.975 3 中野まゆか 四天王寺スポーツクラブ 小６ 48.700

4 谷川晃一 大阪体操クラブ 小５ 37.925 4 嶋岡みのり 大阪青山体操クラブ 小５ 48.450

5 内田　遼 アクバススポーツクラブ 小５ 37.875 5 迫田夏美 なんば体操クラブ 小４ 48.350

6 三輪育矢 大阪体操クラブ 小６ 37.850 6 小倉佳奈子 リベラル体操クラブ 小４ 48.300

6 黒木翔斗 ＶＩＣスポーツクラブ 小６ 37.850 7 上吹越　玲 リベラル体操クラブ 小４ 48.200

8 南　瑛斗 アクバススポーツクラブ 小５ 37.775 7 谷野桃子 なんば体操クラブ 小３ 48.200

9 檜作仁志 ＶＩＣスポーツクラブ 小５ 37.700 9 山﨑絵里菜 四天王寺スポーツクラブ 小４ 48.050

10 横山　舜 アクバススポーツクラブ 小５ 37.350 10 小林実優 ＣＩＭＡ体操クラブ 小４ 48.000

11 北村翔太 トミオカ体操クラブ 小５ 37.250 11 東　志保 ＶＩＣスポーツクラブ 小６ 47.500

12 奥野岳史 トミオカ体操クラブ 小５ 37.200 12 桝本彩夏 リベラル体操クラブ 小５ 47.150

13 廣濱　領 大阪体操クラブ 小６ 37.150 12 庄谷友実子 なんば体操クラブ 小５ 47.150

14 木元一磨 大阪青山体操クラブ 中３ 36.850 14 川内彩寧 なんば体操クラブ 小４ 46.950

男子  Ｂクラス 女子  Ｂクラス
順位 選手名 所属 学年 個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 伊賀大起 四天王寺スポーツクラブ 小６ 36.900 1 錦野紗織 なんば体操クラブ 中３ 50.850

2 山田健太 大阪青山体操クラブ 中２ 36.750 2 佐藤靖子 なんば体操クラブ 中３ 50.700

3 山根雅記 なんば体操クラブ 中１ 36.700 3 大橋麻耶 四天王寺スポーツクラブ 中１ 50.150

4 瀬立憲翔 アクバススポーツクラブ 小６ 36.450 4 森井知里 四天王寺スポーツクラブ 中１ 48.650

4 上田　渉 なんば体操クラブ 中２ 36.450 4 米田有里 なんば体操クラブ 小６ 48.650

6 大橋　祥 四天王寺スポーツクラブ 小５ 36.400 6 塩田朱音 大阪青山体操クラブ 中１ 47.600

7 吉川直輝 四天王寺スポーツクラブ 小６ 36.350 7 佐藤つかさ スティクールスポーツクラブ 中１ 47.350

8 古橋崇志 トミオカ体操クラブ 中１ 36.200 8 山下真生 リベラル体操クラブ 中１ 46.850

9 広瀬勝大 スカイ体操クラブ 中１ 35.850 9 杉本麗美 リベラル体操クラブ 小６ 45.950

10 林　凌 史 ステイクールスポーツクラ中２ 35.600 10 辻本佳菜美 四天王寺スポーツクラブ 小６ 45.800

男子  Ａクラス　個人総合 女子  Ａクラス　個人総合
順位 選手名 所属 学年 個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 横山　聖 アクバススポーツクラブ 中２ 56.450 1 大瀧千波 四天王寺スポーツクラブ 中２ 55.800

2 石橋　亮 四天王寺スポーツクラブ 中２ 56.950 2 今西裕万 なんば体操クラブ 中２ 54.850

3 吉岡知紘 大阪体操クラブ 中３ 55.325 3 小山　愛 ＣＩＭＡ体操クラブ 中２ 52.950

4 髙橋友哉 大阪青山体操クラブ 中２ 55.475 4 荒川真衣 リベラル体操クラブ 中２ 52.850

5 安宅慎弥 アクバススポーツクラブ 中３ 52.550 5 上田幸美 なんば体操クラブ 小６ 52.550

6 仁科悠介 マック体操クラブ 中２ 52.500 6 西上　緑 なんば体操クラブ 中３ 52.200

6 和田顕匡 大阪青山体操クラブ 中２ 51.650 7 柴田莉歩 アクバススポーツクラブ 小６ 51.800

8 本田　良 大阪青山体操クラブ 中３ 51.900 8 時枝里衣 リベラル体操クラブ 中１ 51.750

第31回　大阪オープン体操競技選手権大会　成績一覧

平成18年8月26日（土）～27日（日）　於：大阪市中央体育館

近畿ジュニア出場者　一覧


	Dクラス
	Ｃクラス
	Ｂクラス
	Ａクラス
	Ａクラス団体　　　　Ｂクラスつり輪
	近畿ジュニア予選通過者

