
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 筒井 宏樹 マック体操クラブ羽曳野 小４ 38.500 1 田村 夏々 なんば体操クラブ 小４ 47.050

2 松永 裕亮 マック体操クラブ羽曳野 小４ 38.350 2 川尻 采奈 トミオカ体操スクール 小３ 46.450

3 大西 開斗 マック体操クラブ羽曳野 小４ 38.300 3 上田 まどか トミオカ体操スクール 小４ 46.350

4 中村 将大 アクバススポーツクラブ 中１ 38.150 4 緋田 舞美 箕面スポーツクラブ 小４ 45.600

5 黒木 聖哉 VICスポーツクラブ 小３ 38.000 5 坂井 理乃 なんば体操クラブ 小５ 45.550

6 守能 慧太 マック体操クラブ 小３ 37.700 6 北岸 桜 リベラル体操クラブ 小５ 45.200

7 木本 大晴 マック体操クラブ 小３ 37.650 7 長瀬 侑美歌 なんば体操クラブ 小４ 45.050

8 橋本 太輔 マック体操クラブ 小３ 37.600 8 萩原 真耶 箕面スポーツクラブ 小４ 45.000

9 桧谷 嵐士 箕面スポーツクラブ 小３ 37.550 9 谷嶋 花音 トミオカ体操スクール 小３ 44.950
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9 山田 欣士 アクバススポーツクラブ 小３ 37.550 9 黒田 一紗 トミオカ体操スクール 小３ 44.950

9 加納 志 スペック体育クラブ 小３ 37.550

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 稲次 弘樹 箕面スポーツクラブ 小６ 47.350 1 花岡 奈菜 四天王寺スポーツクラブ 小５ 49.850

2 南 亜蘭 なんば体操クラブ 小５ 47.300 2 阪部 未来 リベラル体操クラブ 小６ 49.550

3 泉谷 敬志 なんば体操クラブ 小６ 47.200 3 佐藤 咲葉 なんば体操クラブ 小５ 49.150

4 長谷川 瑞樹 大阪体操クラブ 小５ 47.050 4 齋藤 みく 大阪青山体操クラブ 小５ 48.650

4 田中 樹 トミオカ体操スクール 小５ 47.050 4 金田 明里 四天王寺スポーツクラブ 小６ 48.650

6 上田 衆 なんば体操クラブ 小６ 46.900 6 中村 有美香 四天王寺スポーツクラブ 小５ 48.350

7 堂北 朝陽 スカイ体操クラブ 小６ 46.750 6 岡本 悠里 なんば体操クラブ 小４ 48.350

8 立石 卓也 マックスポーツプラザ堺一条 小６ 46.600 6 安井若菜 玉川体操クラブ 小３ 48.350

9 宮田 将気 大阪青山体操クラブ 小６ 46.200 9 湊 郁香里 東大阪体操クラブ 小６ 48.300

10 川崎 悠雅 トミオカ体操スクール 小５ 46.150 10 林 和花 VICスポーツクラブ 小６ 48.000
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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 鈴木 颯太 大阪青山体操クラブ 中１ 55.150 1 中野 まゆか 四天王寺スポーツクラブ 中２ 53.250

2 榎本 鷹大 箕面スポーツクラブ 中２ 54.450 2 東岡 夏央 四天王寺スポーツクラブ 中１ 52.050

3 北村 翔太 トミオカ体操スクール 中１ 54.400 3 上吹越 玲 リベラル体操クラブ 小６ 51.800

4 黒木 翔斗 VICスポーツクラブ 中２ 53.900 4 川内 彩寧 なんば体操クラブ 小６ 51.450

5 橋川 和真 スカイ体操クラブ 中２ 53.050 5 杉本 阿美 なんば体操クラブ 小６ 51.150

6 豊永　啓司 玉川体操クラブ 中３ 51.850 6 中村 知比呂 四天王寺スポーツクラブ 中１ 50.200

6 木村 智重 マック体操クラブ 中１ 51.850 7 市田 幸 東大阪体操クラブ 中１ 49.950

8 瀧川 充紀 マック体操クラブ 中１ 51.600 8 庄谷 友実子 なんば体操クラブ 中１ 49.400

9 折野翔大 徳島体操クラブ 中２ 50.800 9 迫田 夏美 なんば体操クラブ 小６ 49.150

10 小澤 遼 マック体操クラブ 中１ 49.200 10 山﨑 絵里菜 四天王寺スポーツクラブ 小６ 48.500

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 中２ 79.250 1 柴田 莉歩 アクバススポーツクラブ 中２ 57.300
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2 山根 雅記 なんば体操クラブ 中３ 78.300 2 時枝 里衣 リベラル体操クラブ 中３ 55.850

3 古橋 崇志 トミオカ体操スクール 中３ 76.550 3 猫西 千暖 四天王寺スポーツクラブ 中３ 55.350

4 吉岡 駿 大阪体操クラブ 中３ 74.250 4 上田 幸美 なんば体操クラブ 中２ 54.450

5 吉川 直輝 四天王寺スポーツクラブ 中２ 73.800 5 吉谷 優子 なんば体操クラブ 中２ 52.650

6 中西 雄也 トミオカ体操スクール 中３ 73.000 6 中條 加奈子 CIMA体操クラブ 中２ 51.800

7 瀬戸根 丈寛 四天王寺スポーツクラブ 中２ 72.700 7 中村 春香 四天王寺スポーツクラブ 中２ 51.550

8 三輪 育矢 大阪体操クラブ 中２ 72.050 8 辻本 佳菜美 四天王寺スポーツクラブ 中２ 51.350

9 大橋 祥 四天王寺スポーツクラブ 中１ 71.400 9 森井 知里 四天王寺スポーツクラブ 中３ 50.850

10 西村 秀樹 なんば体操クラブ 中２ 71.150 10 柳田 理紗 リベラル体操クラブ 中２ 50.000

順位 団体総合 順位 団体総合

1 227.800 1 159.300

2 218.750 2 156.200

3 201.800 3 155.350
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