
 
順位 氏名 所属名 得点 順位 氏名 所属名 得点

1 藤原　瑛人 トップスポーツクラブ (大阪) 78.200 1 中村　遥香 なんば体操クラブーngc (大阪) 55.100

2 細川　天良 なんば体操クラブーngc (大阪) 73.950 2 髙原　菜心 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 52.300

3 冨岡　大志 アインス体操クラブ (大阪) 72.950 2 米本　優花 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 52.300

4 宇都宮　叶多 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 72.850 4 久保田　麗音 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 52.150

5 塚本　慶太 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 72.100 5 向田　萌々果 ディナモ体操クラブ (京都) 51.850

6 廣田　万葉 京都ジャンピング体操クラブ (京都) 72.000 6 前川　ここみ あさひ体操クラブ (大阪) 51.150

7 奥澤　柊斗 トップスポーツクラブ (大阪) 71.800 7 林　佑芽 なんば体操クラブーngc (大阪) 50.850

8 十二町　拓誠 K.R.M体操センター (滋賀) 71.350 7 宗重　奏 なんば体操クラブーngc (大阪) 50.850

9 大宅　隼人 アインス体操クラブ (大阪) 70.500 9 渡邉　心 尼崎体操クラブ (兵庫) 50.350

10 平　伊吹 洛南ジュニア (京都) 69.650 10 酒井　温子 あさひ体操クラブ (大阪) 49.700

10 中島　明莉 玉川体操クラブ (大阪) 49.700

順位 氏名 所属名 得点

1 奥澤　柊斗 トップスポーツクラブ (大阪) 14.050 順位 氏名 所属名 得点

2 藤原　瑛人 トップスポーツクラブ (大阪) 13.800 1 向田　萌々果 ディナモ体操クラブ (京都) 12.900

3 奥滝　奏空 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 13.400 2 中村　遥香 なんば体操クラブーngc (大阪) 12.800

4 山本　朗 尼崎体操クラブ (兵庫) 13.200 3 桑原　沙貴 明石体操教室 (兵庫) 12.600

5 大宅　隼人 アインス体操クラブ (大阪) 13.150 4 中島　明莉 玉川体操クラブ (大阪) 12.400

6 宇都宮　叶多 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 13.100 4 髙原　菜心 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 12.400

6 塚本　慶太 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 13.100 6 渡邉　心 尼崎体操クラブ (兵庫) 12.350

順位 氏名 所属名 得点 順位 氏名 所属名 得点

1 藤原　瑛人 トップスポーツクラブ (大阪) 13.900 1 中村　遥香 なんば体操クラブーngc (大阪) 14.650

2 冨岡　大志 アインス体操クラブ (大阪) 12.100 2 宗重　奏 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.750

3 宇都宮　叶多 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 11.700 3 髙原　菜心 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 13.500

4 細川　天良 なんば体操クラブーngc (大阪) 11.650 4 久保田　麗音 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 13.300

5 廣田　万葉 京都ジャンピング体操クラブ (京都) 11.600 5 向田　萌々果 ディナモ体操クラブ (京都) 13.000

6 十二町　拓誠 K.R.M体操センター (滋賀) 11.400 6 酒井　温子 あさひ体操クラブ (大阪) 12.950

順位 氏名 所属名 得点 順位 氏名 所属名 得点

1 藤原　瑛人 トップスポーツクラブ (大阪) 12.200 1 中村　遥香 なんば体操クラブーngc (大阪) 14.050

2 細川　天良 なんば体操クラブーngc (大阪) 11.650 2 前川　ここみ あさひ体操クラブ (大阪) 13.500

2 冨岡　大志 アインス体操クラブ (大阪) 11.650 3 向田　萌々果 ディナモ体操クラブ (京都) 13.400

4 廣田　万葉 京都ジャンピング体操クラブ (京都) 11.550 4 林　佑芽 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.350

4 平　伊吹 洛南ジュニア (京都) 11.550 5 米本　優花 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 13.300

6 奥澤　柊斗 トップスポーツクラブ (大阪) 11.350 6 髙原　菜心 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 13.050

6 渡邉　心 尼崎体操クラブ (兵庫) 13.050

順位 氏名 所属名 得点

1 廣田　万葉 京都ジャンピング体操クラブ (京都) 13.350 順位 氏名 所属名 得点

2 細川　天良 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.300 1 米本　優花 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 14.550

2 大宅　隼人 アインス体操クラブ (大阪) 13.300 2 久保田　麗音 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 13.800

4 岡崎　泰士 トミオカ体操クラブ (大阪) 13.250 3 酒井　温子 あさひ体操クラブ (大阪) 13.750

4 塚本　慶太 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 13.250 4 中村　遥香 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.600

6 宇都宮　叶多 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 13.200 5 林　佑芽 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.500

6 渡邉　心 尼崎体操クラブ (兵庫) 13.400

順位 氏名 所属名 得点

1 藤原　瑛人 トップスポーツクラブ (大阪) 12.700

2 冨岡　大志 アインス体操クラブ (大阪) 12.650

3 細川　天良 なんば体操クラブーngc (大阪) 12.200

4 竹井　信一郎 Fantasia　Square (滋賀) 12.150

4 奥澤　柊斗 トップスポーツクラブ (大阪) 12.150

6 塚本　慶太 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 12.050

順位 氏名 所属名 得点

1 藤原　瑛人 トップスポーツクラブ (大阪) 12.700

2 細川　天良 なんば体操クラブーngc (大阪) 12.100

3 岡崎　泰士 トミオカ体操クラブ (大阪) 11.950

4 冨岡　大志 アインス体操クラブ (大阪) 11.850

5 宇都宮　叶多 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 11.800

6 塚本　慶太 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 11.700

【平行棒】

【鉄棒】

【ゆか】

【平均台】

【段違い平行棒】

【跳馬】

【個人総合】

【ゆか】

【あん馬】

【つり輪】

【跳馬】

【個人総合】



順位 氏名 所属名 得点 順位 氏名 所属名 得点

1 江田　壮良 玉川体操クラブ (大阪) 48.900 1 西山　実沙 なんば体操クラブーngc (大阪) 54.050

2 塩田　暁登 アインス体操クラブ (大阪) 48.650 2 皿田　愛結 あさひ体操クラブ (大阪) 52.450

3 藤田　兼理 アクバススポーツクラブ (大阪) 48.500 3 藤後　七海 なんば体操クラブーngc (大阪) 51.900

4 西原　一輝 アインス体操クラブ (大阪) 48.050 4 南埜　佑芽 なんば体操クラブーngc (大阪) 51.750

5 髙田　涼央 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 47.300 5 吉村　桜菜 あさひ体操クラブ (大阪) 50.350

6 林　颯佑 姫路アドバン体操クラブ (兵庫) 46.000 6 梶原　櫻夏 トミオカ体操クラブ (大阪) 49.850

6 安川　楓唯 アインス体操クラブ (大阪) 46.000 7 谷口　海羽 玉川体操クラブ (大阪) 49.300

8 池田　瑛大郎 スペック体育クラブ (大阪) 45.550 8 松田　こむぎ　 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 49.250

9 冨岡　晴馬 トミオカ体操クラブ (大阪) 45.500 9 辻本　乃愛 ラッキー体操スクール (奈良) 45.600

10 望月　堅心 トミオカ体操クラブ (大阪) 44.200 10 佐藤　いろは ムーヴ体操クラブ (京都) 45.400

【跳馬】

順位 氏名 所属名 得点 順位 氏名 所属名 得点

1 江田　壮良 玉川体操クラブ (大阪) 12.650 1 谷口　海羽 玉川体操クラブ (大阪) 12.800

2 髙田　涼央 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 12.500 2 西山　実沙 なんば体操クラブーngc (大阪) 12.700

3 西原　一輝 アインス体操クラブ (大阪) 12.450 3 松田　こむぎ　 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 12.500

3 塩田　暁登 アインス体操クラブ (大阪) 12.450 3 皿田　愛結 あさひ体操クラブ (大阪) 12.500

5 林　颯佑 姫路アドバン体操クラブ (兵庫) 12.400 5 藤後　七海 なんば体操クラブーngc (大阪) 12.250

6 藤田　兼理 アクバススポーツクラブ (大阪) 12.350 6 梶原　櫻夏 トミオカ体操クラブ (大阪) 12.200

6 南埜　佑芽 なんば体操クラブーngc (大阪) 12.200

【あん馬】

順位 氏名 所属名 得点 【段違い平行棒】

1 塩田　暁登 アインス体操クラブ (大阪) 11.900 順位 氏名 所属名 得点

2 江田　壮良 玉川体操クラブ (大阪) 11.600 1 西山　実沙 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.650

2 藤田　兼理 アクバススポーツクラブ (大阪) 11.600 2 皿田　愛結 あさひ体操クラブ (大阪) 13.500

4 髙田　涼央 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 11.000 3 藤後　七海 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.150

5 池田　瑛大郎 スペック体育クラブ (大阪) 10.800 4 吉村　桜菜 あさひ体操クラブ (大阪) 12.850

6 西原　一輝 アインス体操クラブ (大阪) 10.450 5 松田　こむぎ　 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 12.800

6 谷口　海羽 玉川体操クラブ (大阪) 12.600

【つり輪】　※奨励種目

順位 氏名 所属名 得点 【平均台】

1 西原　一輝 アインス体操クラブ (大阪) 12.150 順位 氏名 所属名 得点

2 藤田　兼理 アクバススポーツクラブ (大阪) 11.750 1 西山　実沙 なんば体操クラブーngc (大阪) 14.050

3 江田　壮良 玉川体操クラブ (大阪) 11.500 2 南埜　佑芽 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.800

3 塩田　暁登 アインス体操クラブ (大阪) 11.500 3 吉村　桜菜 あさひ体操クラブ (大阪) 13.600

5 濱田　蒼 トミオカ体操クラブ (大阪) 11.250 4 藤後　七海 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.500

5 髙田　涼央 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 11.250 5 皿田　愛結 あさひ体操クラブ (大阪) 12.800

6 梶原　櫻夏 トミオカ体操クラブ (大阪) 12.600

【跳馬】

順位 氏名 所属名 得点 【ゆか】

1 江田　壮良 玉川体操クラブ (大阪) 12.700 順位 氏名 所属名 得点

2 西原　一輝 アインス体操クラブ (大阪) 12.650 1 皿田　愛結 あさひ体操クラブ (大阪) 13.650

3 塩田　暁登 アインス体操クラブ (大阪) 12.600 1 西山　実沙 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.650

4 安川　楓唯 アインス体操クラブ (大阪) 12.400 3 梶原　櫻夏 トミオカ体操クラブ (大阪) 13.450

5 藤田　兼理 アクバススポーツクラブ (大阪) 12.350 4 南埜　佑芽 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.250

5 髙田　涼央 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 12.350 5 藤後　七海 なんば体操クラブーngc (大阪) 13.000

6 谷口　海羽 玉川体操クラブ (大阪) 12.000

【平行棒】　※奨励種目 6 松田　こむぎ　 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 12.000

順位 氏名 所属名 得点

1 西原　一輝 アインス体操クラブ (大阪) 12.250

2 江田　壮良 玉川体操クラブ (大阪) 12.100

3 藤田　兼理 アクバススポーツクラブ (大阪) 12.000

4 髙田　涼央 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 11.800

5 塩田　暁登 アインス体操クラブ (大阪) 11.750

6 林　颯佑 姫路アドバン体操クラブ (兵庫) 11.700

【鉄棒】

順位 氏名 所属名 得点

1 西原　一輝 アインス体操クラブ (大阪) 12.500

2 林　颯佑 姫路アドバン体操クラブ (兵庫) 12.250

3 藤田　兼理 アクバススポーツクラブ (大阪) 12.200

4 濱田　蒼 トミオカ体操クラブ (大阪) 12.000

5 江田　壮良 玉川体操クラブ (大阪) 11.950

6 冨岡　晴馬 トミオカ体操クラブ (大阪) 11.800

【個人総合】

【ゆか】

【個人総合】　※近畿ジュニア、奨励種目除く４種目総合



順位 氏名 所属名 得点 順位 氏名 所属名 得点

1 岩井　逞 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 37.500 1 山本　蓮 ガンバ体操クラブ (奈良) 46.700

2 小谷　天馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 37.250 2 大久保　綾音 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 45.550

3 中田　幹人 アクバススポーツクラブ鶴見 (大阪) 37.100 3 藤後　璃唯紗 なんば体操クラブーngc (大阪) 45.400

4 井㞍　圭人 長岡体操クラブ (京都) 37.050 4 藤野　翼 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 45.150

4 東　征太朗 スペック体育クラブ (大阪) 37.050 5 尾崎　小梅 スペック体育クラブ (大阪) 44.950

6 赤坂　維斗 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 36.800 6 前田　彩花 四天王寺スポーツクラブ (大阪) 44.800

7 吉川　潤 長岡体操クラブ (京都) 36.750 7 藤原　七海 トップスポーツクラブ (大阪) 44.650

7 橋本　奏侑 レックス体操クラブ (兵庫) 36.750 8 小林　芽生 エアボーンスポーツクラブ (兵庫) 44.500

9 山本　紘太郎 東体操スクール (京都) 36.500 9 井田　彩月 神戸ジュニア体操クラブ (兵庫) 44.400

10 四宮　麻陽 尼崎体操クラブ (兵庫) 36.450 10 伊藤　麻陽 アクバススポーツクラブ (大阪) 43.750

【跳馬】

順位 氏名 所属名 得点 順位 氏名 所属名 得点

1 赤坂　維斗 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.200 1 藤野　翼 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 11.500

2 小谷　天馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.150 2 井田　彩月 神戸ジュニア体操クラブ (兵庫) 11.000

3 岩井　逞 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 9.100 3 藤原　七海 トップスポーツクラブ (大阪) 10.950

4 中田　幹人 アクバススポーツクラブ鶴見 (大阪) 9.050 4 藤後　璃唯紗 なんば体操クラブーngc (大阪) 10.850

4 橋本　奏侑 レックス体操クラブ (兵庫) 9.050 5 大久保　綾音 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 10.800

6 狩野　あおい びわこクリーンジュニア体操クラブ (滋賀) 9.000 6 前田　彩花 四天王寺スポーツクラブ (大阪) 10.750

6 山本　紘太郎 東体操スクール (京都) 9.000

【段違い平行棒】

【円馬】 順位 氏名 所属名 得点

順位 氏名 所属名 得点 1 藤後　璃唯紗 なんば体操クラブーngc (大阪) 12.350

1 岩井　逞 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 9.700 2 伊藤　麻陽 アクバススポーツクラブ (大阪) 12.250

2 星川　友希 トミオカ体操クラブ (大阪) 9.650 3 山本　蓮 ガンバ体操クラブ (奈良) 12.150

3 井㞍　圭人 長岡体操クラブ (京都) 9.600 4 前田　彩花 四天王寺スポーツクラブ (大阪) 12.000

4 東　征太朗 スペック体育クラブ (大阪) 9.550 5 尾崎　小梅 スペック体育クラブ (大阪) 11.850

4 四宮　麻陽 尼崎体操クラブ (兵庫) 9.550 6 藤野　翼 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 11.600

6 内村　心 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 9.500

【平均台】

【つり輪】　※奨励種目 順位 氏名 所属名 得点

順位 氏名 所属名 得点 1 山本　蓮 ガンバ体操クラブ (奈良) 12.400

1 岩井　逞 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 9.500 2 尾崎　小梅 スペック体育クラブ (大阪) 12.200

2 井上　翔太 スペック体育クラブ (大阪) 9.400 3 小林　芽生 エアボーンスポーツクラブ (兵庫) 11.800

3 吉良　柊汰 グンゼスポーツクラブ (兵庫) 9.300 4 大久保　綾音 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 11.750

4 中田　幹人 アクバススポーツクラブ鶴見 (大阪) 9.250 5 藤原　七海 トップスポーツクラブ (大阪) 11.700

5 井㞍　圭人 長岡体操クラブ (京都) 9.200 5 松本　愛海 エアボーンスポーツクラブ (兵庫) 11.700

6 山本　紘太郎 東体操スクール (京都) 9.100

【ゆか】

【とび箱】 順位 氏名 所属名 得点

順位 氏名 所属名 得点 1 大久保　綾音 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 11.700

1 木下　晨 京都ジャンピング体操クラブ (京都) 9.600 1 山本　蓮 ガンバ体操クラブ (奈良) 11.700

1 橋本　奏侑 レックス体操クラブ (兵庫) 9.600 3 藤後　璃唯紗 なんば体操クラブーngc (大阪) 11.350

3 小谷　天馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.550 4 葛山　綺音 羽衣体操クラブ (大阪) 11.250

4 岩井　逞 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 9.500 5 藤野　翼 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 11.100

4 赤坂　維斗 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.500 5 藤原　七海 トップスポーツクラブ (大阪) 11.100

6 井上　翔太 スペック体育クラブ (大阪) 9.450

【平行棒】　※奨励種目

順位 氏名 所属名 得点

1 東　征太朗 スペック体育クラブ (大阪) 9.700

2 岩田　拓也 カイト体操クラブ (奈良) 9.650

3 星川　友希 トミオカ体操クラブ (大阪) 9.625

4 井上　翔太 スペック体育クラブ (大阪) 9.600

5 吉良　柊汰 グンゼスポーツクラブ (兵庫) 9.500

6 赤坂　維斗 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.475

【鉄棒】

順位 氏名 所属名 得点

1 井㞍　圭人 長岡体操クラブ (京都) 9.750

2 東　征太朗 スペック体育クラブ (大阪) 9.450

3 井上　翔太 スペック体育クラブ (大阪) 9.350

4 吉川　潤 長岡体操クラブ (京都) 9.300

5 中田　幹人 アクバススポーツクラブ鶴見 (大阪) 9.250

6 小谷　天馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.200

6 岩井　逞 須磨ジュニア体操クラブ (兵庫) 9.200

【個人総合】　※奨励種目除く４種目総合 【個人総合】

【ゆか】



順位 氏名 所属名 得点 順位 氏名 所属名 得点

1 小谷　斗馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 37.000 1 山下　美織 あさひ体操クラブ (大阪) 46.900

2 田井　洸成 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 36.950 2 髙木　璃衣咲 あさひ体操クラブ (大阪) 46.750

3 和泉　颯太 ニシヤマ体操クラブ (大阪) 36.650 3 北本　栞歩 ガンバ体操クラブ (奈良) 46.300

4 鳥越　璃人 アインス体操クラブ (大阪) 36.600 4 梅　二葉 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 45.750

5 渡邉　揮真 玉川体操クラブ (大阪) 36.450 5 藤井　杏奈 ラッキー体操スクール (奈良) 45.350

5 紺岡　博吾 田辺ジュニア体操クラブ (和歌山) 36.450 6 後藤　凛 トミオカ体操クラブ (大阪) 44.850

7 池内　大晴 エル・ポート体操クラブ (兵庫) 36.300 7 中林　愛 トミオカ体操クラブ (大阪) 44.300

8 横井　裕翔 京都ジャンピング体操クラブ (京都) 36.250 8 山崎　夏蓮 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 43.550

9 田邊　蒼士 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 36.150 9 渡邊　心晴 ガンバ体操クラブ (奈良) 42.750

10 吉田　陽翔 ムーヴ体操クラブ (京都) 35.750 10 大木　愛莉 神戸ジュニア体操クラブ (兵庫) 42.350

10 佐藤　新 KGC体操クラブ (兵庫) 35.750

【跳馬】

順位 氏名 所属名 得点

順位 氏名 所属名 得点 1 藤井　杏奈 ラッキー体操スクール (奈良) 11.450

1 池内　大晴 エル・ポート体操クラブ (兵庫) 9.050 2 梅　二葉 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 11.200

1 加部　柊翔 VICスポーツクラブ (大阪) 9.050 3 山下　美織 あさひ体操クラブ (大阪) 11.150

3 小谷　斗馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.000 4 浅田　花凛 ラッキー体操スクール (奈良) 11.100

3 田井　洸成 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.000 5 髙木　璃衣咲 あさひ体操クラブ (大阪) 11.000

5 和泉　颯太 ニシヤマ体操クラブ (大阪) 8.900 6 北本　栞歩 ガンバ体操クラブ (奈良) 10.950

6 鳥越　璃人 アインス体操クラブ (大阪) 8.850 6 奥田　愛未 京都スイトピア体操クラブ (京都) 10.950

6 後藤　凛 トミオカ体操クラブ (大阪) 10.950

【円馬】

順位 氏名 所属名 得点 【段違い平行棒】

1 渡邉　揮真 玉川体操クラブ (大阪) 9.700 順位 氏名 所属名 得点

2 和泉　颯太 ニシヤマ体操クラブ (大阪) 9.600 1 髙木　璃衣咲 あさひ体操クラブ (大阪) 12.300

3 吉田　陽翔 ムーヴ体操クラブ (京都) 9.500 2 山下　美織 あさひ体操クラブ (大阪) 12.050

3 加部　柊翔 VICスポーツクラブ (大阪) 9.500 3 渡邊　心晴 ガンバ体操クラブ (奈良) 11.650

5 鳥越　璃人 アインス体操クラブ (大阪) 9.450 3 後藤　凛 トミオカ体操クラブ (大阪) 11.650

5 田邊　蒼士 スペース姫路体操クラブ (兵庫) 9.450 5 藤井　杏奈 ラッキー体操スクール (奈良) 11.600

6 北本　栞歩 ガンバ体操クラブ (奈良) 11.550

【つり輪】　※奨励種目 6 中林　愛 トミオカ体操クラブ (大阪) 11.550

順位 氏名 所属名 得点

1 和泉　颯太 ニシヤマ体操クラブ (大阪) 9.300 【平均台】

2 川勝　祥太朗 ファイブＭ (京都) 9.200 順位 氏名 所属名 得点

3 佐藤　新 KGC体操クラブ (兵庫) 9.175 1 髙木　璃衣咲 あさひ体操クラブ (大阪) 12.250

4 鳥越　璃人 アインス体操クラブ (大阪) 9.150 2 山下　美織 あさひ体操クラブ (大阪) 12.150

4 小谷　斗馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.150 3 山崎　夏蓮 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 12.100

6 松岡　柚希 K.R.M体操センター (滋賀) 9.050 4 北本　栞歩 ガンバ体操クラブ (奈良) 12.050

5 梅　二葉 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 11.800

【跳馬】 6 藤井　杏奈 ラッキー体操スクール (奈良) 11.500

順位 氏名 所属名 得点

1 繁田　駿司 明石体操教室 (兵庫) 9.700 【ゆか】

2 横井　裕翔 京都ジャンピング体操クラブ (京都) 9.600 順位 氏名 所属名 得点

2 城野　力 グンゼスポーツクラブ (兵庫) 9.600 1 北本　栞歩 ガンバ体操クラブ (奈良) 11.750

4 佐藤　新 KGC体操クラブ (兵庫) 9.500 2 山崎　夏蓮 コナミスポーツクラブ本店西宮 (兵庫) 11.600

5 小谷　斗馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.450 3 山下　美織 あさひ体操クラブ (大阪) 11.550

5 平田　陽大 ガンバ体操クラブ (奈良) 9.450 4 梅　二葉 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 11.400

5 髙木　璃衣咲 あさひ体操クラブ (大阪) 11.200

【平行棒】　※奨励種目 6 後藤　凛 トミオカ体操クラブ (大阪) 11.150

順位 氏名 所属名 得点

1 田井　洸成 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.600

2 小谷　斗馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.500

3 鳥越　璃人 アインス体操クラブ (大阪) 9.450

4 和泉　颯太 ニシヤマ体操クラブ (大阪) 9.300

5 加部　柊翔 VICスポーツクラブ (大阪) 9.250

6 池内　大晴 エル・ポート体操クラブ (兵庫) 9.200

6 川勝　祥太朗 ファイブＭ (京都) 9.200

6 大林　奏琥 Fantasia　Square (滋賀) 9.200

6 佐藤　新 KGC体操クラブ (兵庫) 9.200

【鉄棒】

順位 氏名 所属名 得点

1 渡邉　揮真 玉川体操クラブ (大阪) 9.500

2 紺岡　博吾 田辺ジュニア体操クラブ (和歌山) 9.350

3 田井　洸成 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.300

4 小谷　斗馬 ヴォラーレ体操クラブ (大阪) 9.150

5 鳥越　璃人 アインス体操クラブ (大阪) 9.000

6 土屋　秀翔 京都ジャンピング体操クラブ (京都) 8.950

【個人総合】　※奨励種目除く４種目総合 【個人総合】

【ゆか】


