
No.3-1

と　き
【男子初級】 ところ

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 37.750 千葉　健太 小５ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 1 9.800 堀之内圭介 小４ ＫＧＣ体操クラブ 兵　庫

1 37.750 森　　雅紀 小６ CIMA体操クラブ 大　阪 2 9.600 奥野　岳史 小６ トミオカ体操スクール 大　阪

3 37.350 石坪　隼人 小６ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 3 9.550 溝口　　創 小６ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

4 37.150 堀之内圭介 小４ ＫＧＣ体操クラブ 兵　庫 3 9.550 楠川　雄太 小５ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

5 37.100 檜作　仁志 小６ VICスポーツクラブ 大　阪 3 9.550 千葉　健太 小５ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

6 36.900 廣田　北斗 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 6 9.500 檜作　仁志 小６ VICスポーツクラブ 大　阪

7 36.700 奥野　岳史 小６ トミオカ体操スクール 大　阪 6 9.500 北村　翔太 小６ トミオカ体操スクール 大　阪

7 36.700 北村　翔太 小６ トミオカ体操スクール 大　阪 8 9.450 武田　　惇 小５ 姫商ジュニア体操クラブ 兵　庫

9 36.400 榮山　康大 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 8 9.450 桐本　　翼 小５ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山

9 36.400 粟野　和樹 小５ アクバススポーツクラブ 大　阪 10 9.400 山本　　群 小５ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

11 36.100 深尾　真生 小５ 草津ＧＵＴＳ体操スクール 滋　賀

12 35.950 溝口　　創 小６ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

12 35.950 中谷　亮太 中１ ライブ体操クラブ 奈　良 1 9.350 石坪　隼人 小６ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

14 35.900 岩岡　哲平 小６ 神戸ｼﾞｭﾆｱ体操クラブ 兵　庫 2 9.300 古川　　稜 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

3 9.200 森　　雅紀 小６ CIMA体操クラブ 大　阪

4 9.150 白川　理久 小４ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

4 9.150 奥野　岳史 小６ トミオカ体操スクール 大　阪

4 9.150 千葉　健太 小５ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

7 9.100 久保田蒔人 小６ 八日市ウィーズ体操クラブ 滋　賀

7 9.100 岩岡　哲平 小６ 神戸ｼﾞｭﾆｱ体操クラブ 兵　庫

7 9.100 堀之内圭介 小４ ＫＧＣ体操クラブ 兵　庫

10 9.050 溝口　　創 小６ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 9.600 森　　雅紀 小６ CIMA体操クラブ 大　阪 1 9.650 千葉　健太 小５ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

2 9.400 千葉　健太 小５ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 2 9.600 石坪　隼人 小６ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

3 9.300 檜作　仁志 小６ VICスポーツクラブ 大　阪 3 9.550 森　　雅紀 小６ CIMA体操クラブ 大　阪

4 9.250 石坪　隼人 小６ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 4 9.500 奥野　岳史 小６ トミオカ体操スクール 大　阪

4 9.250 白川　理久 小４ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 5 9.450 深尾　真生 小５ 草津ＧＵＴＳ体操スクール 滋　賀

6 9.200 中川　結月 小６ ディナモ体操クラブ 京　都 5 9.450 廣田　北斗 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

7 9.150 古川　　稜 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 7 9.400 檜作　仁志 小６ VICスポーツクラブ 大　阪

8 9.100 粟野　和樹 小５ アクバススポーツクラブ 大　阪 7 9.400 榮山　康大 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫

8 9.100 廣田　北斗 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 9 9.350 岩岡　哲平 小６ 神戸ｼﾞｭﾆｱ体操クラブ 兵　庫

10 9.000 荒瀬　貴史 小６ ライブ体操クラブ 奈　良 9 9.350 北村　翔太 小６ トミオカ体操スクール 大　阪
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No.6-1

と　き
【男子中級】 ところ

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 36.900 伊賀　大起 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 1 9.550 鈴木　　湧 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

2 36.600 相生　　駿 中２ 洛南ジュニア 京　都 2 9.500 伊賀　大起 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

2 36.600 高橋　海蘭 中１ グンゼスポーツクラブ 兵　庫 3 9.400 岸本　佑貴 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

4 36.500 古橋　崇志 中２ トミオカ体操スクール 大　阪 4 9.300 新垣　勇輔 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

5 36.400 瀬戸根丈寛 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 5 9.100 瀬戸根丈寛 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

6 36.200 新垣　勇輔 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 6 9.000 市田　翔太 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

7 36.150 田浦　誠也 小６ アクバススポーツクラブ 大　阪 6 9.000 岸本　邦秀 中１ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

8 36.050 吉川　直輝 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 8 8.950 西村　秀樹 中１ なんば体操クラブ 大　阪

9 35.950 鈴木　　湧 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 9 8.900 山村　康祐 中２ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

9 35.950 山村　康祐 中２ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 10 8.850 竹田　陸将 中２ FantasiaSquare体操スクール 滋　賀

9 35.950 中村　耀介 中２ 京都スイトピア体操クラブ 京　都

12 35.750 泰地　啓輔 中２ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

13 35.650 岸本　佑貴 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 1 9.550 相生　　駿 中２ 洛南ジュニア 京　都

14 35.550 玉置　宗真 中２ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 2 9.500 西田　昂平 中１ ライブ体操クラブ 奈　良

3 9.450 鈴木　　湧 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

4 9.400 伊賀　大起 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

5 9.350 土田悠太朗 中１ 姫商ジュニア体操クラブ 兵　庫

5 9.350 吉川　直輝 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

7 9.300 市田　翔太 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

7 9.300 泰地　啓輔 中２ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

7 9.300 新藤　大知 中２ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

7 9.300 山村　康祐 中２ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 9.400 瀬戸根丈寛 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 1 9.300 伊賀　大起 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

2 9.300 伊賀　大起 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 2 8.700 岸本　佑貴 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

3 9.200 高橋　海蘭 中１ グンゼスポーツクラブ 兵　庫 3 8.600 岸本　邦秀 中１ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

4 9.100 西田　昂平 中１ ライブ体操クラブ 奈　良 4 8.550 西村　秀樹 中１ なんば体操クラブ 大　阪

4 9.100 吉川　直輝 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 5 8.500 玉置　宗真 中２ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

4 9.100 相生　　駿 中２ 洛南ジュニア 京　都 5 8.500 瀬戸根丈寛 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

7 9.050 大石　健斗 中２ ディナモ体操クラブ 京　都 7 8.450 吉川　直輝 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

8 9.000 山村　康祐 中２ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 8 8.350 相生　　駿 中２ 洛南ジュニア 京　都

8 9.000 中村　耀介 中２ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 9 8.300 竹田　陸将 中２ FantasiaSquare体操スクール 滋　賀

10 8.950 松本　　崇 中２ 明石体操教室 兵　庫 10 8.150 東郷　祐輔 中１ FantasiaSquare体操スクール 滋　賀

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 9.400 古橋　崇志 中２ トミオカ体操スクール 大　阪 1 9.750 伊賀　大起 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

2 9.050 土田悠太朗 中１ 姫商ジュニア体操クラブ 兵　庫 2 9.500 岸本　佑貴 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

3 9.000 玉置　宗真 中２ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 3 9.450 古橋　崇志 中２ トミオカ体操スクール 大　阪

3 9.000 吉崎　貴哉 中３ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山 4 9.350 西村　秀樹 中１ なんば体操クラブ 大　阪

5 8.950 新垣　勇輔 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 4 9.350 吉川　直輝 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

6 8.900 田浦　誠也 小６ アクバススポーツクラブ 大　阪 6 9.300 大石　健斗 中２ ディナモ体操クラブ 京　都

7 8.850 相生　　駿 中２ 洛南ジュニア 京　都 6 9.300 田浦　誠也 小６ アクバススポーツクラブ 大　阪

7 8.850 山本　真之 中３ マックスポーツプラザ武庫川 兵　庫 8 9.250 鈴木　　湧 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

7 8.850 高橋　海蘭 中１ グンゼスポーツクラブ 兵　庫 8 9.250 岸本　邦秀 中１ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

10 8.750 山村　康祐 中２ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 8 9.250 高橋　海蘭 中１ グンゼスポーツクラブ 兵　庫
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No.9-1

と　き
【男子上級】 ところ

順位 得点 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 235.900 大　阪 1 13.800 横山　　聖 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪

2 235.350 京　都 2 13.400 柴田　快輝 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

3 234.950 兵　庫 3 13.200 中邨　晃輔 中３ 洛南ジュニア 京　都

4 223.850 奈　良 4 13.100 中島　宏太 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良

5 205.100 和歌山 5 13.000 仰　　郁人 中３ コナミスポーツクラブ本店西宮兵　庫

6 199.700 滋　賀 6 12.950 城月　康平 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

7 12.700 中谷　太希 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 7 12.700 高橋　友哉 中３ 大阪青山体操クラブ 大　阪

1 82.250 柴田　快輝 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 9 12.600 溝口　雅也 中２ 洛南ジュニア 京　都

2 81.900 横山　　聖 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪 9 12.600 嶋津　尚弥 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

3 79.800 中邨　晃輔 中３ 洛南ジュニア 京　都

4 78.050 小林　亮介 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

5 77.950 仁科　悠介 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 1 14.700 柴田　快輝 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

6 77.900 城月　康平 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 2 14.550 中邨　晃輔 中３ 洛南ジュニア 京　都

7 76.950 溝口　雅也 中２ 洛南ジュニア 京　都 3 14.450 中島　宏太 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良

8 76.850 中谷　太希 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 4 14.350 溝口　雅也 中２ 洛南ジュニア 京　都

9 76.650 高橋　友哉 中３ 大阪青山体操クラブ 大　阪 5 14.200 横山　　聖 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪

10 76.450 竹井　誓志 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 6 13.900 仁科　悠介 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

11 76.100 矢本　恭平 中３ なんば体操クラブ 大　阪 7 13.850 城月　康平 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

12 75.400 中島　宏太 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 8 13.800 矢本　恭平 中３ なんば体操クラブ 大　阪

13 75.300 嶋津　尚弥 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 8 13.800 小林　亮介 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良

14 74.750 仰　　郁人 中３ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 10 13.750 仰　　郁人 中３ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 14.250 中邨　晃輔 中３ 洛南ジュニア 京　都 1 13.800 横山　　聖 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪

2 14.200 溝口　雅也 中２ 洛南ジュニア 京　都 2 13.200 中島　宏太 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良

3 13.950 竹井　誓志 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 3 13.000 城月　康平 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

4 13.900 中谷　太希 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 3 13.000 柴田　快輝 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

5 13.850 城月　康平 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 5 12.850 中谷　太希 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

6 13.800 横山　　聖 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪 6 12.700 仰　　郁人 中３ コナミスポーツクラブ本店西宮兵　庫

6 13.800 柴田　快輝 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 7 12.600 中邨　晃輔 中３ 洛南ジュニア 京　都

8 13.700 大村　仁志 中１ ガンバ体操クラブ 奈　良 8 12.400 矢本　恭平 中３ なんば体操クラブ 大　阪

9 13.650 仁科　悠介 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 9 12.200 寺石　光希 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

10 13.400 中島　宏太 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 10 12.150 溝口　雅也 中２ 洛南ジュニア 京　都

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 13.850 横山　　聖 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪 1 13.850 柴田　快輝 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山

2 13.500 柴田　快輝 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 2 13.800 城月　康平 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

3 13.200 仁科　悠介 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 3 13.700 中邨　晃輔 中３ 洛南ジュニア 京　都

4 13.150 小林　亮介 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 4 13.500 中谷　太希 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

5 13.100 嶋津　尚弥 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 5 13.350 矢本　恭平 中３ なんば体操クラブ 大　阪

6 13.000 高橋　友哉 中３ 大阪青山体操クラブ 大　阪 6 13.200 仁科　悠介 中３ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

7 12.400 竹井　誓志 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 6 13.200 齋谷　優次 中３ 大阪青山体操クラブ 大　阪

8 12.200 寺石　光希 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 6 13.200 小林　亮介 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良

9 12.100 溝口　雅也 中２ 洛南ジュニア 京　都 6 13.200 中島　宏太 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良

10 11.500 中邨　晃輔 中３ 洛南ジュニア 京　都 10 13.000 高橋　友哉 中３ 大阪青山体操クラブ 大　阪
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No.3-2

と　き
【女子初級】 ところ

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 50.600 四方奈々依 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 1 13.050 上吹越　玲 小５ リベラル体操クラブ 大　阪

2 49.200 足立なつき 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 2 12.950 迫田　夏美 小５ なんば体操クラブ 大　阪

3 48.300 上吹越　玲 小５ リベラル体操クラブ 大　阪 3 12.900 四方奈々依 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

4 48.100 遊免梨沙子 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 4 12.650 桝本　彩夏 小６ リベラル体操クラブ 大　阪

5 48.000 竹谷　清花 小４ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 5 12.550 杉本　阿美 小５ なんば体操クラブ 大　阪

6 47.450 金谷　郁未 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 6 12.400 足立なつき 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

7 47.400 迫田　夏美 小５ なんば体操クラブ 大　阪 7 12.300 遊免梨沙子 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

8 47.300 笹井　　奏 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 8 12.100 笹井　　奏 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

9 47.200 池ノ内　静 小５ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 9 12.050 成瀬　瑠花 小４ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

10 46.550 川内　彩寧 小５ なんば体操クラブ 大　阪 10 12.000 竹谷　清花 小４ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

11 46.150 杉本　阿美 小５ なんば体操クラブ 大　阪

12 45.800 宅間　沙季 小５ ディナモ体操クラブ 京　都 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

13 45.700 桝本　彩夏 小６ リベラル体操クラブ 大　阪 1 12.800 四方奈々依 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

14 45.500 谷野　桃子 小４ なんば体操クラブ 大　阪 2 12.650 上吹越　玲 小５ リベラル体操クラブ 大　阪

3 12.550 竹谷　清花 小４ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

4 12.500 川内　彩寧 小５ なんば体操クラブ 大　阪

5 12.400 池ノ内　静 小５ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

6 12.150 迫田　夏美 小５ なんば体操クラブ 大　阪

7 12.000 桝本　彩夏 小６ リベラル体操クラブ 大　阪

8 11.900 本田　桃子 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫

9 11.850 金谷　郁未 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

10 11.800 遊免梨沙子 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 12.600 足立なつき 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 1 12.650 四方奈々依 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

2 12.250 四方奈々依 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 2 12.600 足立なつき 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

3 12.200 笹井　　奏 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 3 12.500 谷野　桃子 小４ なんば体操クラブ 大　阪

4 12.050 遊免梨沙子 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 4 12.300 金谷　郁未 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

4 12.050 金谷　郁未 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 5 12.200 迫田　夏美 小５ なんば体操クラブ 大　阪

6 11.950 竹谷　清花 小４ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 6 12.150 上吹越　玲 小５ リベラル体操クラブ 大　阪

6 11.950 宅間　沙季 小５ ディナモ体操クラブ 京　都 7 11.950 遊免梨沙子 小５ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

8 11.850 木村　衣里 小５ FantasiaSquare体操スクール 滋　賀 7 11.950 川内　彩寧 小５ なんば体操クラブ 大　阪

9 11.650 西川　　葵 小５ 明石体操教室 兵　庫 9 11.900 大村　　唯 小４ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

10 11.500 成瀬　瑠花 小４ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 9 11.900 石塚　萌花 小５ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山
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No.6-2

と　き
【女子中級】 ところ

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 53.200 辻本佳菜美 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 1 13.250 辻本佳菜美 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

2 51.900 中村　春香 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 2 13.200 渡部　葉月 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

3 51.850 渡部　葉月 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 3 12.950 中野まゆか 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

4 50.950 石井　友梨 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 4 12.850 山元加奈子 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

5 50.550 中倉　　茜 中１ なんば体操クラブ 大　阪 5 12.750 中倉　　茜 中１ なんば体操クラブ 大　阪

6 50.400 林　　舞依 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 6 12.450 藤木　琴葉 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

7 50.350 藤木　琴葉 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 7 12.350 中村　春香 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

8 50.000 中野まゆか 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 8 12.300 石井　友梨 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

9 49.800 山元加奈子 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 9 12.100 藤原　梨花 小５ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

10 49.400 善積　里多 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 10 11.650 水田　揚子 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫

11 48.850 氏家　明莉 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

12 48.200 小倉佳奈子 小５ リベラル体操クラブ 大　阪 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

13 47.950 西野美都季 小５ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山 1 14.100 石井　友梨 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

14 47.850 水田　揚子 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫 2 13.650 辻本佳菜美 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

3 13.550 藤木　琴葉 小６ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

4 13.500 中村　春香 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

5 13.350 小倉佳奈子 小５ リベラル体操クラブ 大　阪

6 13.250 渡部　葉月 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

7 13.100 中野　静姫 小６ 尼崎シニア体操教室 兵　庫

7 13.100 中野まゆか 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

9 12.800 中倉　　茜 中１ なんば体操クラブ 大　阪

10 12.450 氏家　明莉 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 13.600 林　　舞依 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 1 13.900 辻本佳菜美 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

2 13.050 善積　里多 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 2 13.700 中村　春香 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

3 12.450 西野美都季 小５ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山 3 13.650 林　　舞依 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都

4 12.400 辻本佳菜美 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 4 13.600 氏家　明莉 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

5 12.350 氏家　明莉 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 5 13.500 渡部　葉月 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪

5 12.350 中村　春香 中１ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 6 13.450 善積　里多 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

7 12.250 国久　華緒 中２ マックスポーツプラザ武庫川 兵　庫 7 13.250 山元加奈子 小６ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

7 12.250 中倉　　茜 中１ なんば体操クラブ 大　阪 8 12.850 奥村　光姫 中１ ファイブＭ 京　都

7 12.250 中野　静姫 小６ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 9 12.750 中倉　　茜 中１ なんば体操クラブ 大　阪

10 12.200 中村知比呂 小６ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 9 12.750 石井　友梨 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都
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No.9-2　訂正版

と　き
【女子上級】 ところ

順位 得点 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 164.200 大　阪 1 14.450 荒川　真衣 中３ リベラル体操クラブ 大　阪

2 163.300 京　都 2 13.950 福田　紗希 中３ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫

3 155.850 兵　庫 3 13.850 時枝　里衣 中２ リベラル体操クラブ 大　阪

4 137.550 滋　賀 4 13.700 澤田　桃子 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

5 129.650 奈　良 5 13.550 星野　眞佑 中３ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山

6 13.450 伊藤　花瑠 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

6 13.450 上田　幸美 中１ なんば体操クラブ 大　阪

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 8 12.600 久田　優紀 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀

1 56.750 上田　幸美 中１ なんば体操クラブ 大　阪 9 12.300 山本沙弥香 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫

2 55.450 澤田　桃子 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 10 12.250 山下　真菜 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫

3 55.050 伊藤　花瑠 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

4 54.600 福田　紗希 中３ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

5 54.250 荒川　真衣 中３ リベラル体操クラブ 大　阪 1 14.700 上田　幸美 中１ なんば体操クラブ 大　阪

6 53.550 星野　眞佑 中３ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山 2 14.650 星野　眞佑 中３ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山

7 53.200 時枝　里衣 中２ リベラル体操クラブ 大　阪 3 14.600 上田紗也加 中１ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

8 52.800 上田紗也加 中１ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 4 14.500 澤田　桃子 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

9 50.500 山脇　未有 中２ ディナモ体操クラブ 京　都 5 14.250 時枝　里衣 中２ リベラル体操クラブ 大　阪

10 50.300 久田　優紀 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 6 13.900 福田　紗希 中３ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫

11 49.900 名和　美咲 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫 7 13.800 伊藤　花瑠 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

12 49.350 山下　真菜 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫 7 13.800 荒川　真衣 中３ リベラル体操クラブ 大　阪

13 48.950 湖山　乃雅 小６ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 9 13.700 名和　美咲 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫

14 48.450 山本沙弥香 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫 10 13.100 湖山　乃雅 小６ ディナモ福知山体操クラブ 京　都

順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名 順位 得点 選手名 学年 所属名 府県名

1 14.200 上田　幸美 中１ なんば体操クラブ 大　阪 1 14.400 上田　幸美 中１ なんば体操クラブ 大　阪

2 13.850 伊藤　花瑠 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 2 13.950 伊藤　花瑠 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

3 13.750 山脇　未有 中２ ディナモ体操クラブ 京　都 3 13.900 福田　紗希 中３ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫

4 13.600 澤田　桃子 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 3 13.900 荒川　真衣 中３ リベラル体操クラブ 大　阪

5 13.000 時枝　里衣 中２ リベラル体操クラブ 大　阪 5 13.650 澤田　桃子 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

6 12.900 久田　優紀 中１ 栗東ジュニア体操クラブ 滋　賀 6 13.550 山脇　未有 中２ ディナモ体操クラブ 京　都

7 12.850 福田　紗希 中３ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫 7 13.250 上田紗也加 中１ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都

8 12.800 上田紗也加 中１ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 8 13.050 星野　眞佑 中３ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山

9 12.750 山本沙弥香 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫 9 12.900 山下　真菜 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫

9 12.750 湖山　乃雅 小６ ディナモ福知山体操クラブ 京　都 9 12.900 名和　美咲 中１ 須磨ジュニア体操クラブ 兵　庫
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