
順位 選手名 所　　属 学年 得点 順位 選手名 所　　属 学年 得点

1 長田 旬平 玉川体操クラブ 小４ 38.350 1 前川 ここみ 玉川体操クラブ 小４ 47.750

2 仲田 翔一 玉川体操クラブ 小４ 37.350 2 南埜 佑芽 なんば体操クラブ 小２ 47.650

3 江田 壮良 玉川体操クラブ 小２ 36.900 3 竹島 愛梨 スペック体育クラブ 小４ 47.600

4 綾野 陽輝 トミオカ体操クラブ 小４ 36.400 4 西山 実沙 なんば体操クラブ 小３ 47.550

5 小西 玄晃 大阪体操クラブ 小４ 36.400 5 幸 海里 玉川体操クラブ 小４ 47.300

6 池田 瑛大郎 スペック体育クラブ 小３ 36.350 6 長田 千愛 トミオカ体操クラブ 小４ 47.150

7 辰馬 悠太 トミオカ体操クラブ 小４ 36.300 7 守屋 成菜 玉川体操クラブ 小４ 47.150

8 冨岡 音来 アインス体操クラブ 小４ 36.250 8 皿田 愛結 玉川体操クラブ 小３ 46.850

9 大橋 瞬 スペック体育クラブ 小３ 36.100 9 三輪 絢音 アインス体操クラブ 小４ 46.600

順位 選手名 所　　属 学年 得点 順位 選手名 所　　属 学年 得点

1 木内 淳也 玉川体操クラブ 小６ 37.800 1 斉藤 馨 玉川体操クラブ 小５ 49.050

2 佐藤 大介 大東スポーツクラブ 中１ 37.150 2 山本 珠璃 ヴォラーレ体操クラブ 小５ 48.100

3 塚本 慶太 ヴォラーレ体操クラブ 小５ 37.150 3 山本 春帆 ヴォラーレ体操クラブ 小５ 47.150

4 近藤 勇斗 アクバススポーツクラブ 小５ 36.650 4 宗重 奏 なんば体操クラブ 小５ 47.000

5 小野 忠臣 GGSクラブ 小５ 36.500 5 古賀 麻唯香 四天王寺スポーツクラブ 小６ 46.950

6 岸田 海里 トミオカ体操クラブ 小５ 36.450 6 市川 真莉恵 スペック体育クラブ 小５ 46.800

7 多嘉山 遥仁 四天王寺スポーツクラブ 小５ 36.450 7 太田 明利菜 ヴォラーレ体操クラブ 小５ 46.700

8 奥滝 奏空 スカイ体操クラブ 小５ 36.350 8 山口 佳夏 玉川体操クラブ 小５ 46.700

9 庄司 暖 アインス体操クラブ 中１ 36.350 9 髙木 美優里 リベラル体操クラブ 小５ 46.650

順位 選手名 所　　属 学年 得点 順位 選手名 所　　属 学年 得点

1 小西 智孔 玉川体操クラブ 小６ 70.200 1 酒井 温子 玉川体操クラブ 小５ 51.350

2 中村 竜清 なんば体操クラブ 小６ 69.700 2 中島 明莉 玉川体操クラブ 小６ 49.450

3 河合 芭空 GGSクラブ 小５ 68.500 3 林 佑芽 なんば体操クラブ 小６ 49.300

4 安井 栄絢 大阪体操クラブ 小５ 68.450 4 青木 美羽音 トミオカ体操クラブ 小６ 49.200

5 宇田 晃太朗 スペック体育クラブ 小６ 68.250 5 米本 優花 ヴォラーレ体操クラブ 小６ 49.150

6 田中 漣 トミオカ体操クラブ 小６ 67.950 6 吉田 晴娃 トップスポーツクラブ 小６ 48.400

7 藤原 瑛人 トップスポーツクラブ 小４ 67.100 7 那須 美空 箕面スポーツクラブ 小６ 48.000

8 冨岡 大志 アインス体操クラブ 小４ 67.000 8 中村 遥香 四天王寺スポーツクラブ 小５ 47.900

9 伊藤 拓真 アクバススポーツクラブ 小６ 66.850 9 古賀 唯花 トミオカ体操クラブ 小６ 47.100

10 藤岡 佳吾 アインス体操クラブ 小４ 66.250 10 田辺 里美佳 なんば体操クラブ 小６ 47.000
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1 鬼塚 翔 トミオカ体操クラブ 中２ 73.500 1 川端 凜 なんば体操クラブ 中２ 53.250

2 川村 一琉 アクバススポーツクラブ 中３ 72.050 2 松田 透和 なんば体操クラブ 中３ 53.100

3 長渡 士門 トミオカ体操クラブ 中２ 69.850 3 杉岡 生貴 ヴォラーレ体操クラブ 中１ 52.850

4 山本 道明 なんば体操クラブ 中２ 68.800 4 楠元 妃真 トミオカ体操クラブ 中１ 52.600

5 鮫ヶ井 衛 アクバススポーツクラブ 中３ 68.650 5 本田　 沙禾 なんば体操クラブ 中１ 51.600

6 柴垣 魁 スペック体育クラブ 中３ 68.500 6 土井 こはる 四天王寺スポーツクラブ 中２ 51.450

7 杉本 蒼良 大阪青山体操クラブ 中３ 67.800 7 石井 杏 なんば体操クラブ 中１ 51.350

8 三ツ石 冬弥 羽衣体操クラブ 中３ 67.600 8 上瀧 舞 なんば体操クラブ 中２ 50.800

9 北﨑 仁 大阪体操クラブ 中３ 67.500 9 黒川 すず ヴォラーレ体操クラブ 中１ 50.700

10 小川 蓮斗 なんば体操クラブ 中１ 67.000 10 松永 亜里紗 羽衣体操クラブ 中１ 50.500
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