
ゆか 鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 補審

D1/E1 三島 泉大津 緑風冠 桜塚 泉陽 市岡 八尾

D2/E２ 初芝立命館 天王寺 寝屋川 花園 北野 咲くやこの花

E3 岸和田 同志社香里 久米田 （杉浦） 三国丘 北摂つばさ

D１/E１ 三島 泉大津 緑風冠 （白岩） 泉陽 市岡

D2/E２ 清風 太成 大体大浪商 清風 太成 大体大浪商

4月29日（土） E３ 初芝立命館 天王寺 寝屋川 花園 北野 咲くやこの花

　　30日(日） E４ 岸和田 同志社香里 久米田 （杉浦） 三国丘 北摂つばさ

D１/E１ 三島 北摂つばさ 緑風冠 （白岩） 泉陽 市岡 初芝立命館

D2/E２ 清風 太成 大体大浪商 清風 太成 大体大浪商

6月4日（日） E３ （山本忍） （久保） 近大附属 桜塚 花園 咲くやこの花

E４ 北野 天王寺 同志社香里 三国丘 （松本） 北摂つばさ

2部 D1/E1 泉大津 三島 桜塚 枚岡樟風 緑風冠 市岡 天王寺

8月8日（火） D2/E２ 花園 八尾 能勢 咲くやこの花 北摂つばさ 近大附属

　　　9日（水） E3 （松本） 同志社香里 （増野） 初芝立命館 （前田） 北野

D1/E1 三島 泉大津 （片山） 天王寺 泉陽 市岡 桜塚

D2/E２ 初芝立命館 八尾 三国丘 咲くやこの花 寝屋川 （田村）

E3 （増野） 北野 市岡 枚岡樟風 久米田 岸和田

D１/E１ 三島 泉大津 （片山） 天王寺 泉陽 市岡

D2/E２ 清風 太成 大体大浪商 清風 太成 大体大浪商

9月9日（土） E３ 初芝立命館 八尾 三国丘 咲くやこの花 寝屋川 （田村）

　　10日（日） E４ （増野） 北野 市岡 枚岡樟風 久米田 岸和田

D1/E1 桜塚 泉大津 （片山） 緑風冠 （奥内） 市岡 寝屋川

D2/E２ 八尾 初芝立命館 岸和田 （増野） 北摂つばさ 近大附属

E3 天王寺 同志社香里 （田村） 明星 久米田 （前田）

D１/E１ （白岩） 泉大津 （片山） 緑風冠 （奥内） 市岡

D2/E２ 清風 太成 大体大浪商 清風 太成 大体大浪商

10月28日（土） E３ 八尾 初芝立命館 岸和田 （増野） 北摂つばさ 近大附属

 　　　29日(日) E４ 天王寺 同志社香里 （田村） 明星 （山本忍） （前田）

（　　　）は高体連から個人依頼

令和5年度男女審判割り当て(体操競技)
１．試合に出場する学校は、原則として審判に当たる。

２．審判回数は原則として年3～4回とする。

３．審判員（顧問・ＯＢ等）が確保できない場合は、大阪体操協会２・３種公認審判員認定講習会を
    受講し、審判員を確保すること。　　Ｄ審判・・・難度審判　　Ｅ審判・・・実施審判

２部

新人

春季

２部

１部

４．都合の悪い状況が生じた学校は、
①．補審校または次の大会以降の審判校と交代してください。交代の交渉は当番校が行ってください。
②．　①の結果を審判長までご連絡ください。
男子　能村　祐毅（天王寺高校　06－6629－6801）女子　古川　利恵（河南高校　0721－23－2081）

＜　男　子　＞

総体

２部

１部

１部

IH予選

１部



＜　女　子　＞
　　　　　　網掛は常任委員、（　　　　）は個人に依頼

審判 跳馬 段平行棒 平均台 ゆか 補審

D１・E１、E４ （尾上） （勝間） （新里） （俣本）

D２・E２ 樟蔭 プール学院 寝屋川 大阪成蹊女子

E３ 泉大津 緑風冠 初芝立命館 天王寺

D１・E１ （尾上） （大谷） （勝間） （北池）

D２・E２ （新里） （柳本） （川口） （山田）

E３ 四天王寺 相愛 大体大浪商 大阪信愛学院

E４ （山中） （保田） （谷口） （俣本）

D１・E１

D２

E２

E３ 四天王寺 大阪学芸 大体大浪商 大阪信愛学院

E４ （山中） （應地） （新里） （俣本）

D１・E１、E４ （尾上） （勝間） （新里） （俣本）

D２・E２ 樟蔭 プール学院 寝屋川 大阪成蹊女子

E３ 市岡 山本 近大附属 八尾

D１・E１、E４ （尾上） （勝間） （新里） （古川）

D２・E２ 花園 咲くやこの花 三島 大阪成蹊女子

E３ 泉大津 泉陽 初芝立命館 北野

D１・E１ （尾上） （大谷） （勝間） （北池）

D２・E２ （新里） （柳本） （川口） （柳川）

E３ 四天王寺 相愛 大体大浪商 大阪信愛学院

E４ （福田） （保田） （田端） （横井）

D１・E１、E４ （尾上） （勝間） （新里） （俣本）

D２・E２ 樟蔭 プール学院 近大附属 天王寺

E３ 泉大津 咲くやこの花 初芝立命館 八尾

D１・E１

D２

E２

E３ 四天王寺 大阪学芸 大体大浪商 大阪信愛学院

E４ （山中） （保田） （福田） （俣本）
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