
5名・補欠2名

順位 選手名 ふりがな 所　　属 学年 得点 順位 選手名 ふりがな 所　　属 学年 得点

1 中辻 翔太 ナカツジ ショウタ VICスポーツクラブ 中１ 37.250 1 吉田 朱里 ヨシダ アカリ なんば体操クラブ 小５ 47.900

2 植田 拓馬 ウエダ タクマ なんば体操クラブ 中１ 37.200 2 中川 円馨 ナカガワ マドカ 玉川体操クラブ 小６ 47.500

3 八田 迅弥 ハッタ ジンヤ GGSクラブ 中２ 37.000 3 坂倉 優希 サカクラ ユキ VICスポーツクラブ 小５ 47.400

4 藤原 朝光 フジワラ アサヒ VICスポーツクラブ 中２ 36.750 4 中尾 うらん ナカオ ウラン アクバススポーツクラブ鶴見 小５ 47.150

5 伊藤 圭樹 イトウ ヨシキ GGSクラブ 中１ 36.200 5 木村 結依 キムラ ユイ リベラル体操クラブ 中１ 46.900

6 岩田 翼 イワタ ツバサ 大阪体操クラブ 中１ 35.450 6 山本 百合恵 ヤマモト ユリエ アクバススポーツクラブ 中１ 46.650

7 轟木 耀 トドロキ ヒカル アクバススポーツクラブ鶴見 小５ 35.200 7 山下 真由子 ヤマシタ マユコ トミオカ体操クラブ 小６ 46.550

5名・補欠2名

順位 選手名 ふりがな 所　　属 学年 得点 順位 選手名 ふりがな 所　　属 学年 得点

1 長渡 士門 ナガト シモン トミオカ体操クラブ 小４ 37.450 1 中村 音花 ナカムラ オトハ スカイ体操クラブ 小３ 48.550

2 藤﨑 飛向 フジサキ ヒナタ GGSクラブ 小４ 36.700 2 大川 知音 オオカワ トモネ ヴォラーレ体操クラブ 小４ 48.200

3 福林 玄輝 フクバヤシ ハルキ なんば体操クラブ 小３ 36.650 3 土井 こはる ドイ コハル 四天王寺スポーツクラブ 小４ 48.150

4 山本 道明 ヤマモト ミチアキ なんば体操クラブ 小４ 35.650 4 冨岡 咲奈 トミオカ サキナ 玉川体操クラブ 小４ 47.200

5 加藤 雅樂 カトウ ウタ 大阪青山体操クラブ 小４ 35.350 5 堺 奏良 サカイ ソラ リベラル体操クラブ 小３ 47.100

6 北本 爽真 キタモト ソウマ スペック体育クラブ 小３ 35.250 6 宗元 一心 ムネモト イツミ なんば体操クラブ 小４ 47.050

7 橋爪 響一 ハシヅメ キョウイチ なんば体操クラブ 小４ 34.600 7 上瀧 舞 コウタキ マイ なんば体操クラブ 小４ 47.050
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8名・補欠4名

順位 選手名 ふりがな 所　　属 学年 得点 順位 選手名 ふりがな 所　　属 学年 得点

1 川上 翔平 カワカミ ショウヘイ 大阪青山体操クラブ 小６ 56.950 1 木下 美月 キノシタ ミヅキ みずふね体操クラブ 小５ 50.750

2 浅井 魁斗 アサイ カイト マック体操クラブ 小６ 56.400 2 正司 さくら ショウジ サクラ なんば体操クラブ 小６ 50.600

3 上川 大海 カミカワ ヒロミ トミオカ体操クラブ 小６ 56.400 3 宮本 陽良 ミヤモト アキラ なんば体操クラブ 小５ 50.550

4 小峠 一真 コトウゲ カズマ アクバススポーツクラブ 小６ 56.250 4 池田 陽花 イケダ ハルカ 玉川体操クラブ 小６ 50.400

5 中村 天也 ナカムラ タカナリ スカイ体操クラブ 小６ 56.100 5 奥村 紅葉 オクムラ クレハ トミオカ体操クラブ 小５ 50.350

6 板橋 悠迅 イタハシ ユウト トミオカ体操クラブ 小６ 56.100 6 南 彩菜 ミナミ アヤナ 羽衣体操クラブ 小４ 50.150

7 近石 空 チカイシ ソラ 玉川体操クラブ 小６ 55.650 7 吉岡 陽依 ヨシオカ ヒヨリ トミオカ体操クラブ 小５ 50.100

8 川村 一琉 カワムラ ハル アクバススポーツクラブ 小５ 55.100 8 上山 友美恵 ウエヤマ ユミエ 羽衣体操クラブ 小５ 49.950

9 吉田 佑汰 ヨシダ ユウタ アクバススポーツクラブ 小６ 54.500 9 中村 風羽梨 ナカムラ フワリ スカイ体操クラブ 小６ 49.750

10 戎 燿汰 エビス ヨウタ みずふね体操クラブ 小５ 54.250 10 南 涼華 ミナミ スズカ 羽衣体操クラブ 小６ 49.350

11 北本 千真 キタモト カズマ スペック体育クラブ 小６ 53.800 11 鈴木 望友 スズキ ミユ 四天王寺スポーツクラブ 小６ 49.000

12 石橋 祐輔 イシバシ ユウスケ 大阪体操クラブ 小５ 52.750 12 橋本 英奈 ハシモト エナ 四天王寺スポーツクラブ 小６ 48.850

4名・補欠4名

順位 選手名 ふりがな 所　　属 学年 得点 順位 選手名 ふりがな 所　　属 学年 得点

1 宮崎 陸 ミヤザキ リク アクバススポーツクラブ 中３ 55.050 1 二宮 さやか ニノミヤサヤカ ヴォラーレ体操クラブ 中２ 57.850

2 矢野 雄大 ヤノ ユウタ トミオカ体操クラブ 中１ 54.750 2 渡辺 夏楓 ワタナベナツカ ヴォラーレ体操クラブ 中２ 52.900

3 森原 康貴 モリハラ コウキ トミオカ体操クラブ 中２ 54.500 3 千田 純七 チダ スミナ 四天王寺スポーツクラブ 中３ 51.650

4 伊川 武範 イカワ タケノリ GGSクラブ 中１ 54.050 4 山本 千夏 ヤマモト チナツ トミオカ体操クラブ 中２ 51.600

5 和田 大毅 ワダ ダイキ GGSクラブ 中３ 54.000 5 柳川 友紀 ヤナガワ ユウキ 四天王寺スポーツクラブ 中３ 51.300

6 高木 歩夢 タカギアユム 羽衣体操クラブ 中３ 53.300 6 吉田 菜々花 ヨシダ ナナカ みずふね体操クラブ 中２ 50.650

7 横田 博暉 ヨコタ ヒロキ トミオカ体操クラブ 中３ 52.950 7 水野 日葵 ミズノ ヒビキ 四天王寺スポーツクラブ 中３ 50.350

8 松倉 伊吹 マツクラ イブキ みずふね体操クラブ 中１ 52.800 8 小峠 真椰 コトウゲ マヤ アクバススポーツクラブ 中３ 50.100

男子　Bクラス 女子　Bクラス

男子　Aクラス 女子　Aクラス


