
平成28年度　第41回大阪新体操選手権大会

平成28年10月22日

速報№4
【個人　入賞一覧表】
チ ャ イ ル ド
３年生（ボール）
順位 選手名 所属名 得点

1 山本 彩葉 アミー新体操クラブ 8.55
中本 さやか SIRENA 8.25
東端 鈴 KADOMA RG新体操スクール 8.25

４年生（ロープ）
順位 選手名 所属名 得点

1 樫谷 美空 KADOMA RG新体操スクール 10.10
2 岩崎 葉南 Tresor RG 9.10
3 常住 加留奈 ＦＩＯＲＥ 8.55

５年生（クラブ）
順位 選手名 所属名 得点

1 坂村 綾香 あおい新体操クラブ 9.25
2 巣山 優月 アミー新体操クラブ 9.10

伊東 奈子 アートＲＧ 8.70
向井 天音 吹田市新体操連盟 8.70

６年生（フープ）
順位 選手名 所属名 得点

1 浅田 ゆら あおい新体操クラブ 9.60
2 朝長 千晴 アミー新体操クラブ 8.85
3 河野 和香葉 アートＲＧ 8.55

ジュニア 女子の部
順位 選　手　名 所属名 総合得点

1 安原 詩織 すみれRG 26.15
2 森 愛 すみれRG 25.10
3 穂垣 舞佳 すみれRG 23.10
4 川田 星沙 すみれRG 22.15
5 帆足 真衣 SOAI RG 21.65
6 中川 真子 アミー新体操クラブ 21.35

高校生 女子の部
順位 選　手　名 所属名 総合得点

1 熊谷 咲乃 梅花高等学校 29.85
2 上田 麻以 樟蔭高等学校 24.90
3 四宮 瑠莉 樟蔭高等学校 23.85
4 堀川 夢叶 相愛高等学校 23.75
5 伊東 奈那 相愛高等学校 21.90
6 中西 由乃 樟蔭高等学校 21.65

大学生 女子の部
順位 選　手　名 所属名 総合得点

1 白井 実希 大阪樟蔭女子大学 24.25
2 中原 鈴香 大阪樟蔭女子大学 21.80
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【 ジュニア 女子の部 】 

1 安原 詩織 ヤスハラ シオリ すみれRG 26.15

2 森 愛 モリ アイ すみれRG 25.10

3 穂垣 舞佳 ホガキ マイカ すみれRG 23.10

4 川田 星沙 カワタ セイサ すみれRG 22.15

5 帆足 真衣 ホアシ マイ SOAI RG 21.65
6 中川 真子 ナカガワマコ アミー新体操クラブ 21.35

順位 選　手　名 フリガナ 所属名
総合
得点



【 高校生 女子の部 】 

1 熊谷 咲乃 クマガイサキノ 1 梅花高等学校 29.85
2 上田 麻以 ウエダ マイ 2 樟蔭高等学校 24.90
3 四宮 瑠莉 シノミヤルリ 2 樟蔭高等学校 23.85
4 堀川 夢叶 ホリカワ ユメカ 1 相愛高等学校 23.75
5 伊東 奈那 イトウ ナナ 2 相愛高等学校 21.90
6 中西 由乃 ナカニシヨシノ 2 樟蔭高等学校 21.65

【 大学生 女子の部 】 

1 白井 実希 シライ ミキ 3 大阪樟蔭女子大学 24.25
2 中原 鈴香 ナカハラ スズカ 2 大阪樟蔭女子大学 21.80
3 虎野 絵実子 トラノ エミコ 4 すみれRG 10.90

順位 選　手　名 フリガナ 学年 所属名
総合
得点

順位 選　手　名 フリガナ 学年 所属名
総合
得点



平成28年度　第41回大阪新体操選手権大会

平成28年10月22日

速報№6

【 団体　入賞一覧表 】

チャイルド

順位 団体名 得点

1 NCCスポーツクラブ 13.40

2 KADOMA RG新体操スクール 12.50

3 Y新体操クラブ 12.45

4 チェアリーＲ．Ｇ 11.60

5 セントラルスポーツすみのえ 11.45

6 トライ新体操クラブ 11.25

ジュニア女子

順位 団体名 得点

1 すみれRG 15.05

2 樟蔭学園新体操部 13.10

3 SOAI RG 11.95

4 SHOYO RG 10.10

5 アートジムナスティッククラブ 10.00

6 サンルナティ新体操クラブ 9.65

高校生女子

順位 団体名 得点

1 樟蔭高等学校 13.25



【男子　個人の部】
高校生

順位 選手名 ヨミ 所属名 個人総合

1 城市 拓人 ジョウイチ タクト 昇陽高等学校 32.000
2 清水 優志 シミズ マサト 昇陽高等学校 29.750

大学生
順位 選手名 ヨミ 所属名 個人総合

1 寺下 達規 テラシタ タツキ 清風R.G. 19.400
2 高雄 陽仁 タカオ ハルト 清風R.G. 11.950

【男子　団体の部】
ジュニア

順位 得点

1 14.850
2 14.300
3 9.750

高校生
順位 得点

1 14.800清風高等学校

団体名

REX　SPORTS　CLUB

清風中学校A

コヤマスポーツスクール

団体名


