
順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点 順位 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所　　属 得点

1 安川 楓唯 ヤスカワ カイ 小３ トミオカ体操クラブ 47.200 1 谷口 海羽 タニグチ ミワ 小４ 玉川体操クラブ 49.250

2 大橋 瞬 オオハシ シュン 小４ スペック体育クラブ 47.050 2 古賀 美緒花 コガ ミオカ 小４ トミオカ体操クラブ 48.600

3 池田 瑛大郎 イケダ エイタロウ 小４ スペック体育クラブ 46.950 3 金沢 心音 カナザワ ココネ 小４ アインス体操クラブ 48.300

4 冨岡 晴馬 トミオカ ハルマ 小３ トミオカ体操クラブ 46.350 4 冨岡 希咲 トミオカ キサキ 小３ アインス体操クラブ 47.400

5 濱田 蒼 ハマダ アオイ 小２ トミオカ体操クラブ 46.250 5 中川 音々 ナカガワ ネネ 小３ トミオカ体操クラブ 47.300

6 望月 堅心 モチヅキ ケンシン 小３ トミオカ体操クラブ 46.250 6 中林 愛 ナカバヤシ マナ 小３ トミオカ体操クラブ 46.500

7 塩田 暁登 シオダ アキト 小３ アインス体操クラブ 46.250 7 中山 紅葉 ナカヤマ モミジ 小４ スペック体育クラブ 46.150

8 森本 真人 モリモト マナト 小４ スペック体育クラブ 45.750 8 山本 愛恵 ヤマモト イトエ 小４ トミオカ体操クラブ 46.050

9 宮﨑 天琉 ミヤザキ テンリ 小３ アクバススポーツクラブ鶴見 45.750 9 後藤 凛 ゴトウ リン 小３ トミオカ体操クラブ 45.950

10 藤田 兼理 フジタ ケンリ 小３ アクバススポーツクラブ 45.450 10 中田 万弥未 ナカタ マヤミ 小４ アクバススポーツクラブ鶴見 45.950

順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点 順位 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所　　属 得点

1 池田 瑛大郎 イケダ エイタロウ 小４ スペック体育クラブ 9.300 1 金沢 心音 カナザワ ココネ 小４ アインス体操クラブ 12.400

2 安川 楓唯 ヤスカワ カイ 小３ トミオカ体操クラブ 9.150 2 古賀 美緒花 コガ ミオカ 小４ トミオカ体操クラブ 12.300

3 髙木 力斗 タカギ リキト 小４ 大阪青山体操クラブ 9.100 3 谷口 海羽 タニグチ ミワ 小４ 玉川体操クラブ 12.250

4 冨岡 晴馬 トミオカ ハルマ 小３ トミオカ体操クラブ 9.000 4 中山 紅葉 ナカヤマ モミジ 小４ スペック体育クラブ 12.000

4 土居 樹 ドイ イツキ 小４ スペック体育クラブ 9.000 5 冨岡 希咲 トミオカ キサキ 小３ アインス体操クラブ 11.700

4 大橋 瞬 オオハシ シュン 小４ スペック体育クラブ 9.000 6 髙瀬 悠梨 タカセ ユウリ 小４ 大阪青山体操クラブ 11.250

順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点 順位 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所　　属 得点

1 安川 楓唯 ヤスカワ カイ 小３ トミオカ体操クラブ 9.750 1 谷口 海羽 タニグチ ミワ 小４ 玉川体操クラブ 12.250

2 塩田 暁登 シオダ アキト 小３ アインス体操クラブ 9.650 2 冨岡 希咲 トミオカ キサキ 小３ アインス体操クラブ 12.050

3 濱田 蒼 ハマダ アオイ 小２ トミオカ体操クラブ 9.550 3 金沢 心音 カナザワ ココネ 小４ アインス体操クラブ 12.000

4 宮﨑 天琉 ミヤザキ テンリ 小３ アクバススポーツクラブ鶴見 9.500 3 古賀 美緒花 コガ ミオカ 小４ トミオカ体操クラブ 12.000

5 冨岡 晴馬 トミオカ ハルマ 小３ トミオカ体操クラブ 9.450 5 中川 音々 ナカガワ ネネ 小３ トミオカ体操クラブ 11.850

6 池田 瑛大郎 イケダ エイタロウ 小４ スペック体育クラブ 9.400 6 勝尾 輝星 カツオ キララ 小４ なんば体操クラブーngc 11.650

順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点 順位 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所　　属 得点

1 藤田 兼理 フジタ ケンリ 小３ アクバススポーツクラブ 9.450 1 谷口 海羽 タニグチ ミワ 小４ 玉川体操クラブ 12.500

2 塩田 暁登 シオダ アキト 小３ アインス体操クラブ 9.400 2 中川 音々 ナカガワ ネネ 小３ トミオカ体操クラブ 12.400

3 大橋 瞬 オオハシ シュン 小４ スペック体育クラブ 9.350 3 山本 愛恵 ヤマモト イトエ 小４ トミオカ体操クラブ 12.300

4 池田 瑛大郎 イケダ エイタロウ 小４ スペック体育クラブ 9.300 4 古賀 美緒花 コガ ミオカ 小４ トミオカ体操クラブ 12.200

4 後藤 凛 ゴトウ リン 小３ トミオカ体操クラブ 12.200

6 中林 愛 ナカバヤシ マナ 小３ トミオカ体操クラブ 12.150

順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点 順位 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所　　属 得点

1 濱田 蒼 ハマダ アオイ 小２ トミオカ体操クラブ 9.450 1 中山 紅葉 ナカヤマ モミジ 小４ スペック体育クラブ 12.300

2 大橋 瞬 オオハシ シュン 小４ スペック体育クラブ 9.400 2 谷口 海羽 タニグチ ミワ 小４ 玉川体操クラブ 12.250

3 冨岡 晴馬 トミオカ ハルマ 小３ トミオカ体操クラブ 9.350 3 中田 万弥未 ナカタ マヤミ 小４ アクバススポーツクラブ鶴見 12.200

4 加嶋 睦歩 カシマ ムツホ 小３ トミオカ体操クラブ 9.300 4 中川 音々 ナカガワ ネネ 小３ トミオカ体操クラブ 12.150

4 望月 堅心 モチヅキ ケンシン 小３ トミオカ体操クラブ 9.300 5 古賀 美緒花 コガ ミオカ 小４ トミオカ体操クラブ 12.100

6 森本 真人 モリモト マナト 小４ スペック体育クラブ 9.250 6 金沢 心音 カナザワ ココネ 小４ アインス体操クラブ 12.000

6 安川 楓唯 ヤスカワ カイ 小３ トミオカ体操クラブ 9.250 6 勝尾 輝星 カツオ キララ 小４ なんば体操クラブーngc 12.000

順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点

1 安川 楓唯 ヤスカワ カイ 小３ トミオカ体操クラブ 9.700

2 池田 瑛大郎 イケダ エイタロウ 小４ スペック体育クラブ 9.550

2 望月 堅心 モチヅキ ケンシン 小３ トミオカ体操クラブ 9.550

4 土居 樹 ドイ イツキ 小４ スペック体育クラブ 9.500

4 大橋 瞬 オオハシ シュン 小４ スペック体育クラブ 9.500

6 濱田 蒼 ハマダ アオイ 小２ トミオカ体操クラブ 9.450

順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点

1 大橋 瞬 オオハシ シュン 小４ スペック体育クラブ 9.850

2 藤田 兼理 フジタ ケンリ 小３ アクバススポーツクラブ 9.750

3 塩田 暁登 シオダ アキト 小３ アインス体操クラブ 9.650

4 池田 瑛大郎 イケダ エイタロウ 小４ スペック体育クラブ 9.500

5 森本 真人 モリモト マナト 小４ スペック体育クラブ 9.450

5 望月 堅心 モチヅキ ケンシン 小３ トミオカ体操クラブ 9.450

男子　ＣⅠクラス　種目別　跳馬 女子　CⅠクラス　種目別　ゆか

男子　ＣⅠクラス　種目別　平行棒

男子　ＣⅠクラス　種目別　鉄棒

男子　ＣⅠクラス　種目別　ゆか 女子　CⅠクラス　種目別　跳馬

男子　ＣⅠクラス　種目別　あん馬 女子　CⅠクラス　種目別　段違い平行棒

男子　ＣⅠクラス　種目別　つり輪(奨励種目） 女子　CⅠクラス　種目別　平均台

第12回　大阪ジュニア体操競技
　Challenge　＆　Dream　大会（CD大会）　入賞一覧

令和2年11月15日
会場：丸善インテックアリーナ大阪

男子　ＣⅠクラス　個人総合 女子　CⅠクラス　個人総合



第12回　大阪ジュニア体操競技
　Challenge　＆　Dream　大会（CD大会）　入賞一覧

令和2年11月15日
会場：丸善インテックアリーナ大阪

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

1 田井 洵成 タイ ジュンセイ 中１ アインス体操クラブ 47.200 1 幸 海里 ユキ カイリ 小５ 玉川体操クラブ 49.700

2 小西 玄晃 コニシ ハルアキ 小５ 大阪体操クラブ 46.850 2 古賀 麻唯香 コガ マイカ 中１ 四天王寺スポーツクラブ 49.050

3 松田 太地 マツダ タイチ 小６ ニシヤマ体操クラブ 46.750 3 奥田 渚 オクダ ナギサ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 48.700

4 髙原 悠雅 タカハラ ユウガ 小５ 四天王寺スポーツクラブ 45.600 4 増元 明日香 マスモト アスカ 小６ 四天王寺スポーツクラブ 48.400

5 村尾 映竪 ムラオ エイタ 小６ アクバススポーツクラブ 45.400 5 佐伯 弥依 サイキ ヤエ 小５ なんば体操クラブーngc 48.250

6 与口 琉大 ヨグチ リュウタ 小５ みずふね体操クラブ 45.150 6 松尾 双葉 マツオ フタバ 中１ 四天王寺スポーツクラブ 48.100

7 田井 洸成 タイ コウセイ 小５ アインス体操クラブ 44.950 7 柴崎 千春 シバサキ チハル 小５ 大阪青山体操クラブ 48.000

8 加部 柊翔 カベ シュウト 小５ VICスポーツクラブ 44.900 8 登日 みなみ トビ ミナミ 小５ 大阪体操クラブ 47.700

9 竹綱 完太 タケツナ カンタ 小６ アクバススポーツクラブ 44.850 9 深田 紗世 フカダ サヨ 小６ 四天王寺スポーツクラブ 47.600

10 細見 奏仁 ホソミ カナト 小６ アインス体操クラブ 44.150 10 村上 心花 ムラカミ コノカ 中１ リベラル体操クラブ 47.000

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

1 髙原 悠雅 タカハラ ユウガ 小５ 四天王寺スポーツクラブ 9.350 1 柴崎 千春 シバサキ チハル 小５ 大阪青山体操クラブ 12.750

2 田井 洵成 タイ ジュンセイ 中１ アインス体操クラブ 9.300 2 増元 明日香 マスモト アスカ 小６ 四天王寺スポーツクラブ 12.600

3 小西 玄晃 コニシ ハルアキ 小５ 大阪体操クラブ 9.250 3 奥田 渚 オクダ ナギサ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 12.300

4 加部 柊翔 カベ シュウト 小５ VICスポーツクラブ 9.150 4 宅野 ほのか タクノ ホノカ 小６ 羽衣体操クラブ 12.250

5 村尾 映竪 ムラオ エイタ 小６ アクバススポーツクラブ 9.100 5 土居 栞 ドイ シオリ 中１ ニシヤマ体操クラブ 12.200

5 与口 琉大 ヨグチ リュウタ 小５ みずふね体操クラブ 9.100 5 深田 紗世 フカダ サヨ 小６ 四天王寺スポーツクラブ 12.200

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

1 田井 洵成 タイ ジュンセイ 中１ アインス体操クラブ 9.750 1 古賀 麻唯香 コガ マイカ 中１ 四天王寺スポーツクラブ 12.600

2 松田 太地 マツダ タイチ 小６ ニシヤマ体操クラブ 9.600 2 幸 海里 ユキ カイリ 小５ 玉川体操クラブ 12.550

3 田井 洸成 タイ コウセイ 小５ アインス体操クラブ 9.500 3 村上 心花 ムラカミ コノカ 中１ リベラル体操クラブ 12.350

4 細見 奏仁 ホソミ カナト 小６ アインス体操クラブ 9.400 3 松尾 双葉 マツオ フタバ 中１ 四天王寺スポーツクラブ 12.350

5 髙原 悠雅 タカハラ ユウガ 小５ 四天王寺スポーツクラブ 9.350 5 佐伯 弥依 サイキ ヤエ 小５ なんば体操クラブーngc 12.000

6 竹綱 完太 タケツナ カンタ 小６ アクバススポーツクラブ 9.300 6 登日 みなみ トビ ミナミ 小５ 大阪体操クラブ 11.750

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

1 田井 洵成 タイ ジュンセイ 中１ アインス体操クラブ 9.650 1 幸 海里 ユキ カイリ 小５ 玉川体操クラブ 12.550

2 小西 玄晃 コニシ ハルアキ 小５ 大阪体操クラブ 9.600 2 奥田 渚 オクダ ナギサ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 12.250

3 松田 太地 マツダ タイチ 小６ ニシヤマ体操クラブ 9.550 3 古賀 麻唯香 コガ マイカ 中１ 四天王寺スポーツクラブ 12.200

4 岡本 陽太 オカモト ヨウタ 中１ アクバススポーツクラブ鶴見 9.400 4 池野 衣織 イケノ イオリ 小６ リベラル体操クラブ 12.150

4 市川 桜彩 イチカワ ローサ 中１ アクバススポーツクラブ鶴見 12.150

4 古賀 悠 コガ ハルカ 小６ マック体操クラブ 12.150

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

1 内田 健心 ウチダ ケンシン 中２ トミオカ体操クラブ 9.500 1 幸 海里 ユキ カイリ 小５ 玉川体操クラブ 12.500

2 松田 太地 マツダ タイチ 小６ ニシヤマ体操クラブ 9.450 2 奥田 渚 オクダ ナギサ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 12.450

3 篠﨑 陽彩 シノザキ ヒイロ 中２ スカイ体操クラブ 9.350 3 古賀 麻唯香 コガ マイカ 中１ 四天王寺スポーツクラブ 12.200

4 加部 柊翔 カベ シュウト 小５ VICスポーツクラブ 9.300 4 増元 明日香 マスモト アスカ 小６ 四天王寺スポーツクラブ 12.150

5 小西 玄晃 コニシ ハルアキ 小５ 大阪体操クラブ 9.250 5 佐伯 弥依 サイキ ヤエ 小５ なんば体操クラブーngc 12.000

5 髙原 悠雅 タカハラ ユウガ 小５ 四天王寺スポーツクラブ 9.250 6 宅野 ほのか タクノ ホノカ 小６ 羽衣体操クラブ 11.900

6 深田 紗世 フカダ サヨ 小６ 四天王寺スポーツクラブ 11.900

順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点

1 松田 太地 マツダ タイチ 小６ ニシヤマ体操クラブ 9.600

1 田井 洵成 タイ ジュンセイ 中１ アインス体操クラブ 9.600

3 小西 玄晃 コニシ ハルアキ 小５ 大阪体操クラブ 9.500

4 田井 洸成 タイ コウセイ 小５ アインス体操クラブ 9.400

5 髙原 悠雅 タカハラ ユウガ 小５ 四天王寺スポーツクラブ 9.350

6 村尾 映竪 ムラオ エイタ 小６ アクバススポーツクラブ 9.300

順位 選手名 ふりがな 学年 所　　属 得点

1 小西 玄晃 コニシ ハルアキ 小５ 大阪体操クラブ 9.700

2 田井 洵成 タイ ジュンセイ 中１ アインス体操クラブ 9.350

3 松田 太地 マツダ タイチ 小６ ニシヤマ体操クラブ 9.300

4 岡本 陽太 オカモト ヨウタ 中１ アクバススポーツクラブ鶴見 9.200

5 村尾 映竪 ムラオ エイタ 小６ アクバススポーツクラブ 9.100

6 与口 琉大 ヨグチ リュウタ 小５ みずふね体操クラブ 8.800

男子　ＣⅡクラス　種目別　鉄棒

男子　ＣⅡクラス　種目別　つり輪(奨励種目） 女子　ＣⅡクラス　種目別　平均台

男子　ＣⅡクラス　種目別　跳馬 女子　ＣⅡクラス　種目別　ゆか

男子　ＣⅡクラス　種目別　平行棒

男子　ＣⅡクラス　個人総合 女子　ＣⅡクラス　個人総合

男子　ＣⅡクラス　種目別　ゆか 女子　ＣⅡクラス　種目別　跳馬

男子　ＣⅡクラス　種目別　あん馬 女子　ＣⅡクラス　種目別　段違い平行棒



会場：丸善インテックアリーナ大阪

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

1 本多 天 ホンダ ソラ 小３ 大阪体操クラブ 38.350 1 竹島 梨乃 タケシマ リノ 小２ スペック体育クラブ 38.350

2 星川 友希 ホシカワ ユウキ 小２ トミオカ体操クラブ 38.050 2 髙木 璃衣咲 タカキ リイサ 小３ 玉川体操クラブ 38.200

3 赤坂 維斗 アカサカ ユイト 小２ ヴォラーレ体操クラブ 37.950 3 梅 二葉 ウメ フタバ 小４ ヴォラーレ体操クラブ 37.850

4 中田 幹人 ナカタ ミキト 小２ アクバススポーツクラブ鶴見 37.850 4 羽生 涼 ハブ リョウ 小３ リベラル体操クラブ 37.800

5 渡邉 揮真 ワタナベ フルマ 小４ 玉川体操クラブ 37.600 5 川村 帆奈 カワムラ ハンナ 小４ リベラル体操クラブ 37.800

6 池間 一仁 イケマ ソウタ 小４ 羽衣体操クラブ 37.600 6 澤井 里奈 サワイ リナ 小３ コヤマスポーツスクール 37.600

7 鳥越 璃人 トリゴエ リヒト 小３ アインス体操クラブ 37.550 7 鈴川 結萌 スズカワ ユメ 小３ 四天王寺スポーツクラブ 37.200

8 小谷 天馬 コタニ テンマ 小２ ヴォラーレ体操クラブ 37.475 8 山内 アカラ ヤマウチ アカラ 小２ なんば体操クラブーngc 37.150

9 内田 恭介 ウチダ キョウスケ 小３ 羽衣体操クラブ 37.325 9 吉村 桜菜 ヨシムラ サナ 小２ 玉川体操クラブ 37.150

10 玉﨑 創丞 タマサキ ソウスケ 小４ 向日葵体操クラブ 37.100 10 虎野 希星 トラノ キサラ 小３ ヴォラーレ体操クラブ 37.100

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

1 中田 幹人 ナカタ ミキト 小２ アクバススポーツクラブ鶴見 9.700 1 岸上 はづき キシガミ ハヅキ 小４ 関西アクションアクターズ天六体操教室 9.700

2 本多 天 ホンダ ソラ 小３ 大阪体操クラブ 9.650 2 梅 二葉 ウメ フタバ 小４ ヴォラーレ体操クラブ 9.650

3 池間 一仁 イケマ ソウタ 小４ 羽衣体操クラブ 9.600 3 鈴川 結萌 スズカワ ユメ 小３ 四天王寺スポーツクラブ 9.600

4 春名 我空 ハルナ ガク 小４ キタイスポーツクラブ 9.550 4 福永 ゆい フクナガ ユイ 小４ 大阪体操クラブ 9.550

5 星川 友希 ホシカワ ユウキ 小２ トミオカ体操クラブ 9.500 4 川村 帆奈 カワムラ ハンナ 小４ リベラル体操クラブ 9.550

5 赤坂 維斗 アカサカ ユイト 小２ ヴォラーレ体操クラブ 9.500 6 大村 美桜 オオムラ ミオ 小４ アインス体操クラブ 9.500

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

1 渡邉 揮真 ワタナベ フルマ 小４ 玉川体操クラブ 9.800 1 竹島 梨乃 タケシマ リノ 小２ スペック体育クラブ 9.750

2 小谷 天馬 コタニ テンマ 小２ ヴォラーレ体操クラブ 9.775 2 山内 アカラ ヤマウチ アカラ 小２ なんば体操クラブーngc 9.700

3 星川 友希 ホシカワ ユウキ 小２ トミオカ体操クラブ 9.750 3 尾崎 小梅 オザキ コウメ 小２ スペック体育クラブ 9.650

4 赤坂 維斗 アカサカ ユイト 小２ ヴォラーレ体操クラブ 9.700 4 鈴川 結萌 スズカワ ユメ 小３ 四天王寺スポーツクラブ 9.600

5 内田 恭介 ウチダ キョウスケ 小３ 羽衣体操クラブ 9.675 4 浦田 符來夢 ウラタ プラム 小３ 玉川体操クラブ 9.600

6 本多 天 ホンダ ソラ 小３ 大阪体操クラブ 9.650 6 髙木 璃衣咲 タカキ リイサ 小３ 玉川体操クラブ 9.550

7 山田 泰寛 ヤマダ ヤスヒロ 小４ 羽衣体操クラブ 9.625 6 久保田 琴 クボタ コト 小２ なんば体操クラブーngc 9.550

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

1 前田 晃佑 マエダ コウスケ 小４ アインス体操クラブ 9.300 1 竹島 梨乃 タケシマ リノ 小２ スペック体育クラブ 9.800

2 本多 天 ホンダ ソラ 小３ 大阪体操クラブ 9.250 2 羽生 涼 ハブ リョウ 小３ リベラル体操クラブ 9.750

2 内田 恭介 ウチダ キョウスケ 小３ 羽衣体操クラブ 9.250 3 髙木 璃衣咲 タカキ リイサ 小３ 玉川体操クラブ 9.700

4 星川 友希 ホシカワ ユウキ 小２ トミオカ体操クラブ 9.200 4 川村 帆奈 カワムラ ハンナ 小４ リベラル体操クラブ 9.650

4 亀岡 叶音 カメオカ カアト 小４ アインス体操クラブ 9.200 4 畑間 友伽 ハタマ トモカ 小２ リベラル体操クラブ 9.650

4 池間 一仁 イケマ ソウタ 小４ 羽衣体操クラブ 9.200 6 澤井 里奈 サワイ リナ 小３ コヤマスポーツスクール 9.600

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

1 本多 天 ホンダ ソラ 小３ 大阪体操クラブ 9.800 1 髙木 璃衣咲 タカキ リイサ 小３ 玉川体操クラブ 9.500

2 鳥越 璃人 トリゴエ リヒト 小３ アインス体操クラブ 9.750 2 浦田 符來夢 ウラタ プラム 小３ 玉川体操クラブ 9.450

3 赤坂 維斗 アカサカ ユイト 小２ ヴォラーレ体操クラブ 9.650 3 梅 二葉 ウメ フタバ 小４ ヴォラーレ体操クラブ 9.400

4 星川 友希 ホシカワ ユウキ 小２ トミオカ体操クラブ 9.600 4 森阪 結菜 モリサカ ユナ 小４ トップスポーツクラブ 9.350

5 前田 晃佑 マエダ コウスケ 小４ アインス体操クラブ 9.550 4 竹島 梨乃 タケシマ リノ 小２ スペック体育クラブ 9.350

6 小谷 天馬 コタニ テンマ 小２ ヴォラーレ体操クラブ 9.500 6 佐伯 怜奈 サエキ レイナ 小３ 四天王寺スポーツクラブ 9.300

7 渡邉 揮真 ワタナベ フルマ 小４ 玉川体操クラブ 9.400 6 赤坂 莉優 アカサカ リユ 小４ ヴォラーレ体操クラブ 9.300

男子　ＤⅠクラス　種目別　鉄棒 女子　DⅠクラス　種目別　ゆか

男子　ＤⅠクラス　種目別　ゆか 女子　ＤⅠクラス　種目別　とび箱

男子　ＤⅠクラス　種目別　円馬 女子　ＤⅠクラス　種目別　低鉄棒

男子　ＤⅠクラス　種目別　とび箱 女子　ＤⅠクラス　種目別　平均台

第12回　大阪ジュニア体操競技
　Challenge　＆　Dream　大会（CD大会）　入賞一覧

令和2年11月15日

男子　ＤⅠクラス　個人総合 女子　ＤⅠクラス　個人総合



会場：丸善インテックアリーナ大阪

第12回　大阪ジュニア体操競技
　Challenge　＆　Dream　大会（CD大会）　入賞一覧

令和2年11月15日

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

1 杉谷 良芽 スギタニ リョウガ 小５ 大阪体操クラブ 37.850 1 中本 にな ナカモト ニナ 小５ 玉川体操クラブ 37.350

2 小谷 斗馬 コタニ トウマ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 37.850 2 塚本 萌生 ツカモト メイ 中１ 大阪体操クラブ 36.750

3 市川 樹 イチカワ イツキ 小６ トミオカ体操クラブ 37.600 3 渡部 しお ワタナベ シオ 中１ VICスポーツクラブ 36.250

4 黒石 冠良 クロイシ カムイ 小５ 玉川体操クラブ 37.500 4 中野 采璃 ナカノ コトリ 小５ スカイ体操クラブ 35.850

5 芦田 大和 アシダ ヤマト 小５ 玉川体操クラブ 37.450 5 武良 明里咲 ムラ アリサ 小６ 大阪体操クラブ 35.750

6 西村 紋治郎 ニシムラ モンジロウ 小５ トミオカ体操クラブ 37.050 6 栁 のぞみ ヤナギ ノゾミ 中２ アクバススポーツクラブ 35.700

7 重田 陸羽 シゲタ リクハ 小６ 大阪体操クラブ 36.500 7 高橋 妃菜花 タカハシ ヒナカ 小６ トミオカ体操クラブ 35.650

8 新出 侑太郎 シンデ ユウタロウ 小６ トミオカ体操クラブ 36.150 8 渡部 みちな ワタナベ ミチナ 小５ VICスポーツクラブ 35.600

9 大原 啓夢 オオハラ ヒロム 小６ 大東スポーツクラブ 35.900 9 村尾 野乃 ムラオ ノノ 中３ 大阪体操クラブ 35.550

10 今井 駿介 イマイ シュンスケ 中１ 大東スポーツクラブ 35.400 10 本多 真尋 ホンダ マヒロ 小５ リベラル体操クラブ 35.300

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

1 杉谷 良芽 スギタニ リョウガ 小５ 大阪体操クラブ 9.750 1 栁 のぞみ ヤナギ ノゾミ 中２ アクバススポーツクラブ 9.450

2 芦田 大和 アシダ ヤマト 小５ 玉川体操クラブ 9.700 2 下村 麻緒 シモムラ マオ 中３ 大阪体操クラブ 9.300

3 重田 陸羽 シゲタ リクハ 小６ 大阪体操クラブ 9.500 3 中野 采璃 ナカノ コトリ 小５ スカイ体操クラブ 9.250

4 新出 侑太郎 シンデ ユウタロウ 小６ トミオカ体操クラブ 9.400 4 原 乃愛 ハラ ノア 中２ トミオカ体操クラブ 9.150

5 西村 紋治郎 ニシムラ モンジロウ 小５ トミオカ体操クラブ 9.300 4 中本 にな ナカモト ニナ 小５ 玉川体操クラブ 9.150

6 小谷 斗馬 コタニ トウマ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 9.200 4 渡部 しお ワタナベ シオ 中１ VICスポーツクラブ 9.150

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

1 市川 樹 イチカワ イツキ 小６ トミオカ体操クラブ 9.650 1 中本 にな ナカモト ニナ 小５ 玉川体操クラブ 9.350

2 小谷 斗馬 コタニ トウマ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 9.550 2 栁 のぞみ ヤナギ ノゾミ 中２ アクバススポーツクラブ 9.200

3 杉谷 良芽 スギタニ リョウガ 小５ 大阪体操クラブ 9.500 3 渡部 しお ワタナベ シオ 中１ VICスポーツクラブ 9.150

4 黒石 冠良 クロイシ カムイ 小５ 玉川体操クラブ 9.450 4 塚本 萌生 ツカモト メイ 中１ 大阪体操クラブ 9.100

4 今井 駿介 イマイ シュンスケ 中１ 大東スポーツクラブ 9.450 5 森田 湖都 モリタ コト 小６ アクバススポーツクラブ 9.050

6 西村 紋治郎 ニシムラ モンジロウ 小５ トミオカ体操クラブ 9.400 5 渡部 みちな ワタナベ ミチナ 小５ VICスポーツクラブ 9.050

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

1 市川 樹 イチカワ イツキ 小６ トミオカ体操クラブ 9.400 1 中本 にな ナカモト ニナ 小５ 玉川体操クラブ 9.550

2 小谷 斗馬 コタニ トウマ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 9.350 2 塚本 萌生 ツカモト メイ 中１ 大阪体操クラブ 9.400

3 黒石 冠良 クロイシ カムイ 小５ 玉川体操クラブ 9.300 3 渡部 しお ワタナベ シオ 中１ VICスポーツクラブ 9.150

3 西村 紋治郎 ニシムラ モンジロウ 小５ トミオカ体操クラブ 9.300 4 高橋 妃菜花 タカハシ ヒナカ 小６ トミオカ体操クラブ 9.100

5 重田 陸羽 シゲタ リクハ 小６ 大阪体操クラブ 9.250 4 前川 よつ芭 マエカワ ヨツハ 小５ 大東スポーツクラブ 9.100

6 新出 侑太郎 シンデ ユウタロウ 小６ トミオカ体操クラブ 9.200 6 本多 真尋 ホンダ マヒロ 小５ リベラル体操クラブ 9.050

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

1 小谷 斗馬 コタニ トウマ 小５ ヴォラーレ体操クラブ 9.750 1 中本 にな ナカモト ニナ 小５ 玉川体操クラブ 9.300

2 黒石 冠良 クロイシ カムイ 小５ 玉川体操クラブ 9.650 2 武良 明里咲 ムラ アリサ 小６ 大阪体操クラブ 9.250

3 杉谷 良芽 スギタニ リョウガ 小５ 大阪体操クラブ 9.600 3 塚本 萌生 ツカモト メイ 中１ 大阪体操クラブ 9.200

4 芦田 大和 アシダ ヤマト 小５ 玉川体操クラブ 9.550 4 村尾 野乃 ムラオ ノノ 中３ 大阪体操クラブ 9.100

5 市川 樹 イチカワ イツキ 小６ トミオカ体操クラブ 9.500 4 伊藤 悠希 イトウ ユキ 中１ コヤマスポーツスクール 9.100

6 西村 紋治郎 ニシムラ モンジロウ 小５ トミオカ体操クラブ 9.050 6 渡部 みちな ワタナベ ミチナ 小５ VICスポーツクラブ 9.000

7 新出 侑太郎 シンデ ユウタロウ 小６ トミオカ体操クラブ 9.000 6 高橋 妃菜花 タカハシ ヒナカ 小６ トミオカ体操クラブ 9.000

6 三谷 優依夢 ミタニ ユイム 小６ トミオカ体操クラブ 9.000

選手名 ふりがな 学年 所　　属

栗岡　春輔 クリオカ　シュンスケ 年長 四天王寺スポーツクラブ

中　創志朗 ナカ　ソウシロウ 年長 ヴォラーレ体操クラブ

福増 乙希 フクマス　イツキ 年長 大東スポーツクラブ

三浦 航輔 ミウラ コウスケ 年長 キタイスポーツクラブ

望月　優那 モチヅキ　ユナ 年長 トミオカ体操クラブ

本保　ひなた ホンボ　ヒナタ 年長 関西アクションアクターズ天六体操教室

石村　亜利奈 イシムラ　アリナ 年長 関西アクションアクターズ天六体操教室

田中　優羽 タナカ　ユウ 年長 ヴォラーレ体操クラブ

男子　ＤⅡクラス　種目別　とび箱 女子　ＤⅡクラス　種目別　平均台

男子　ＤⅡクラス　種目別　鉄棒 女子　ＤⅡクラス　種目別　ゆか

きらきら賞

男子　ＤⅡクラス　個人総合 女子　ＤⅡクラス　個人総合

男子　ＤⅡクラス　種目別　ゆか 女子　ＤⅡクラス　種目別　とび箱

男子　ＤⅡクラス　種目別　円馬 女子　ＤⅡクラス　種目別　低鉄棒


