
第47回 大阪オープン体操競技選手権大会
令和4年8月5日(金)・6日(土)

会場：丸善インテックアリーナ大阪
速報：2022/8/6　18:20

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 渡邉 揮真 ワタナベ フルマ 玉川体操クラブ 小６ 38.050 1 髙木 璃衣咲 タカキ リイサ あさひ体操クラブ 小５ 48.000

2 田井 洸成 タイ コウセイ ヴォラーレ体操クラブ 中１ 37.800 2 梅 二葉 ウメ フタバ ヴォラーレ体操クラブ 小６ 47.950

3 和泉 颯太 イズミ ソウタ ニシヤマ体操クラブ 小５ 37.550 3 中林 愛 ナカバヤシ マナ トミオカ体操クラブ 小５ 47.500

4 小谷 斗馬 コタニ トウマ ヴォラーレ体操クラブ 中１ 37.450 4 後藤 凛 ゴトウ リン トミオカ体操クラブ 小５ 47.500

5 加部 柊翔 カベ シュウト VICスポーツクラブ 中１ 37.350 5 山下 美織 ヤマシタ ミオリ あさひ体操クラブ 中１ 47.450

6 芝野 裕太 シバノ ユウタ KYM体操クラブ 中２ 37.200 6 虎野 希星 トラノ キサラ ヴォラーレ体操クラブ 小５ 47.000

7 鳥越 璃人 トリゴエ リヒト アインス体操クラブ 小５ 37.200 7 鈴川 結萌 スズカワ ユメ 四天王寺スポーツクラブ 小５ 46.850

8 髙濵 仁 タカハマ ジン 大東スポーツクラブ 小６ 36.400 8 増山 知咲 マシヤマ チサキ アクバススポーツクラブ鶴見 中２ 46.650

9 富樫 慧心 トガシ ケイト KYM体操クラブ 小６ 36.400 9 内藤 虹心 ナイトウ ニコ アクバススポーツクラブ 中１ 46.650

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 中田 幹人 ナカタ ミキト アクバススポーツクラブ鶴見 小４ 38.100 1 尾崎 小梅 オザキ コウメ スペック体育クラブ 小４ 47.500

2 赤坂 維斗 アカサカ ユイト ヴォラーレ体操クラブ 小４ 37.700 2 葛山 綺音 カツラヤマ アヤネ 羽衣体操クラブ 小３ 46.750

3 星川 友希 ホシカワ ユウキ トミオカ体操クラブ 小４ 37.650 3 前田 彩花 マエダ アヤカ 四天王寺スポーツクラブ 小３ 46.450

4 井上 翔太 イノウエ ショウタ スペック体育クラブ 小４ 37.400 4 伊藤 麻陽 イトウ アサヒ アクバススポーツクラブ 小３ 46.400

5 東 征太朗 アズマ セイタロウ スペック体育クラブ 小４ 37.200 5 藤後 璃唯紗 トウゴ リイシャ なんば体操クラブーngc 小３ 46.300

6 柴田 航一郎 シバタ コウイチロウ トミオカ体操クラブ 小２ 37.000 6 藤原 七海 フジハラ ナナミ トップスポーツクラブ 小４ 46.050

7 小谷 天馬 コタニ テンマ ヴォラーレ体操クラブ 小４ 36.950 7 永谷 ももか ナガタニ モモカ 四天王寺スポーツクラブ 小４ 45.450

8 入谷 遼空 イリタニ ハルク ヴォラーレ体操クラブ 小３ 36.850 8 望月　 優那 モチヅキ ユナ トミオカ体操クラブ 小２ 45.300

9 大玉 凱璃 オオダマ カイリ アクバススポーツクラブ 小４ 36.650 9 内藤 瑚心 ナイトウ ココ アクバススポーツクラブ 小３ 44.800

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 江田 壮良 コウダ ソラ 玉川体操クラブ 小５ 72.050 1 皿田 愛結 サラダ アユ あさひ体操クラブ 小６ 54.350

2 西原 一輝 ニシハラ イッキ アインス体操クラブ 小６ 70.900 2 西山 実沙 ニシヤマ ミサ なんば体操クラブーngc 小６ 54.050

3 藤田 兼理 フジタ ケンリ アクバススポーツクラブ 小５ 69.400 3 南埜 佑芽 ミナミノ ユメ なんば体操クラブーngc 小５ 53.650

4 安川 楓唯 ヤスカワ カイ アインス体操クラブ 小５ 68.350 4 藤後 七海 トウゴ ナナミ なんば体操クラブーngc 小５ 51.900

5 塩田 暁登 シオダ アキト アインス体操クラブ 小５ 68.200 5 梶原 櫻夏 カジハラ オウカ トミオカ体操クラブ 小５ 51.200

6 池田 瑛大郎 イケダ エイタロウ スペック体育クラブ 小６ 67.200 6 谷口 海羽 タニグチ ミワ 玉川体操クラブ 小６ 49.550

7 望月 堅心 モチヅキ ケンシン トミオカ体操クラブ 小５ 66.600 7 寺田 妃那 テラダ ヒナ シロマスポーツクラブ 小６ 49.100

8 冨岡 晴馬 トミオカ ハルマ トミオカ体操クラブ 小５ 66.400 8 吉村 桜菜 ヨシムラ サナ あさひ体操クラブ 小４ 48.000

9 濱田 蒼 ハマダ アオイ トミオカ体操クラブ 小４ 65.050 9 中山 紅葉 ナカヤマ モミジ スペック体育クラブ 小６ 48.000

10 宮﨑 天琉 ミヤザキ テンリ アクバススポーツクラブ鶴見 小５ 65.050 10 中川 音々 ナカガワ ネネ トミオカ体操クラブ 小５ 48.000

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 藤原 瑛人 フジハラ エイト トップスポーツクラブ 中１ 76.500 1 中村 遥香 ナカムラ ハルカ なんば体操クラブーngc 中２ 56.250

2 長田 旬平 ナガタ シュンペイ 玉川体操クラブ 中１ 74.500 2 中島 明莉 ナカジマ アカリ 玉川体操クラブ 中３ 53.900

3 細川 天良 ホソカワ ソラ なんば体操クラブーngc 中３ 72.900 3 酒井 温子 サカイ ハルコ あさひ体操クラブ 中２ 52.050

4 塚本 慶太 ツカモト ケイタ ヴォラーレ体操クラブ 中２ 72.150 4 林 佑芽 ハヤシ ユメ なんば体操クラブーngc 中３ 51.800

5 奥澤 柊斗 オクザワ シュウト トップスポーツクラブ 中２ 72.150 5 米本 優花 ヨネモト ユウカ ヴォラーレ体操クラブ 中３ 51.650

6 冨岡 大志 トミオカ タイシ アインス体操クラブ 中１ 72.150 6 宗重 奏 ムネシゲ カナデ なんば体操クラブーngc 中２ 51.450

7 岡崎 泰士 オカザキ タイト トミオカ体操クラブ 中３ 71.950 7 前川 ここみ マエカワ ココミ あさひ体操クラブ 中１ 51.400

8 大宅 隼人 オオタク ハヤト アインス体操クラブ 中２ 71.450 8 白倉 里美佳 シラクラ リミカ なんば体操クラブーngc 中３ 50.150

9 森 悠人 モリ ハルト なんば体操クラブーngc 中２ 71.200 9 田中 れな タナカ レナ 玉川体操クラブ 中２ 50.050

10 梶 晴翔 カジ ハルト トップスポーツクラブ 中１ 70.950 10 那須 美空 ナス ミヒロ あさひ体操クラブ 中３ 49.900

男子　CⅠクラス 女子　CⅠクラス

男子　Bクラス 女子　Bクラス

男子　Aクラス 女子　Aクラス

男子　CⅡクラス 女子　CⅡクラス

近畿ジュニア 予選通過者一覧


