
男子  Ｄクラス 女子  Ｄクラス

順位 選手名 所属 学年個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 吉田大河 ＧＧＳクラブ 小４ 37.550 1 中村知比呂 四天王スポーツクラブ 小3 37.900

2 黒木翔斗 ＶＩＣスポーツクラブ 小４ 37.350 2 中村春香 四天王スポーツクラブ 小４ 37.850

3 福田晴信 大東スポーツクラブ 小４ 37.050 3 小倉佳奈子 リベラル体操クラブ 小２ 37.450

4 中村大輝 大阪体操クラブ 小３ 36.500 4 冨永光希 リベラル体操クラブ 小３ 37.075

5 長谷川健太 大阪青山体操クラブ 小４ 36.350 5 森永佳織 四天王スポーツクラブ 小3 37.000

5 重光龍樹 大東スポーツクラブ 小３ 36.350 6 桝本彩夏 リベラル体操クラブ 小３ 36.975

7 髙橋悠希 スカイ体操クラブ 小４ 36.300 7 柳原咲子 四天王スポーツクラブ 小４ 36.575

8 中村俊介 マック体操クラブ 小４ 36.200 8 小林実優 大阪体操クラブ 小２ 36.400

9 藤田恭平 ＶＩＣスポーツクラブ 小４ 35.950 9 野口 真莉乃 なんば体操クラブ 小２ 36.300

9 吉田一登 大東スポーツクラブ 小５ 35.950 10 黒木愛莉 ＶＩＣスポーツクラブ 小１ 36.275

9 三輪育矢 大阪体操クラブ 小４ 35.950

男子  Ｃクラス 女子  Ｃクラス

順位 選手名 所属 学年個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 平川祐理 箕面スポーツクラブ 小５ 47.200 1 竜田夏苗 四天王スポーツクラブ 小６ 37.975

2 小原孝之 大東スポーツクラブ 小６ 46.950 2 吉谷優子 なんば体操クラブ 小４ 36.850

3 古谷嘉章 トミオカ体操クラブ 小５ 46.800 3 山本倭子 なんば体操クラブ 小４ 36.750

3 井上拓也 大東スポーツクラブ 小６ 46.800 4 森井知里 四天王スポーツクラブ 小５ 36.625

5 福井裕太 スペック体育クラブ 小６ 46.100 5 山口理子 四天王スポーツクラブ 中１ 36.450

6 吉岡　駿 大阪体操クラブ 小５ 45.900 6 上田幸美 なんば体操クラブ 小４ 36.300

7 山田健太 大阪青山体操クラブ 小６ 45.650 6 大橋麻耶 四天王スポーツクラブ 小５ 36.300

8 永田拓司 大阪体操クラブ 小５ 45.450 8 衣川　瑛 アクバススポーツクラブ 小３ 36.025

9 宮坂亮太朗 リベラル体操クラブ 中２ 45.250 9 農蘓琴里 箕面スポーツクラブ 小４ 36.000

9 亀本和輝 大阪体操クラブ 小３ 45.250 10 山下真生 リベラル体操クラブ 小５ 35.900
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男子  Ｂクラス 女子  Ｂクラス

順位 選手名 所属 学年個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 石橋　亮 四天王スポーツクラブ 小６ 47.400 1 北野宅子 リベラル体操クラブ 中１ 36.475

2 吉元久雄 ｽﾃｲｸｰﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 中２ 45.200 2 荒川真衣 リベラル体操クラブ 小６ 36.100

3 梶谷尚宏 なんば体操クラブ 小６ 44.900 3 平沼真衣 四天王寺スポーツクラブ 中１ 35.200

4 武井勇弥 ｽﾃｲｸｰﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 中２ 44.800 4 時枝里衣 リベラル体操クラブ 小５ 35.000

5 浜口　翔 大阪体操クラブ 中１ 44.650 5 猫西千暖 四天王寺スポーツクラブ 小５ 34.775

6 池上大喬 スペック体育クラブ 中１ 44.500 6 石川真菜 リベラル体操クラブ 中１ 34.650

6 大塚　拓 スペック体育クラブ 中１ 44.500 7 南　紗瑛 アクバススポーツクラブ 小６ 34.625

8 村井　聡 大阪青山体操クラブ 小６ 44.400 8 辻　麻美 なんば体操クラブ 中１ 34.450

9 髙橋友哉 大阪青山体操クラブ 小６ 44.150 9 田中春菜 トミオカ体操クラブ 中１ 34.375

10 天戸啓紀 大阪体操クラブ 小６ 44.050 10 立石咲子 リベラル体操クラブ 中２ 34.100

男子  Ａクラス　個人総合 女子  Ａクラス　個人総合

順位 選手名 所属 学年個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合

1 山本雅賢 アクバススポーツクラブ 中３ 47.625 1 楠田芽育 リベラル体操クラブ 中１ 36.925

2 森井亮和 ＶＩＣスポーツクラブ 中２ 46.800 2 新竹優子 なんば体操クラブ 中１ 36.800

3 池田善雄 大阪体操クラブ 中３ 46.050 3 石塚綾華 なんば体操クラブ 小６ 35.750

4 飯田裕二 大阪体操クラブ 中３ 45.900 4 江嶋とも実 スペック体育クラブ 中２ 35.400

5 山本収一 なんば体操クラブ 中２ 45.700 5 織田弥生 リベラル体操クラブ 中２ 35.325

6 岩井迫　劍 トミオカ体操クラブ 中３ 45.250 5 井本祥子 大阪体操クラブ 中１ 35.325

7 小林友也 大東スポーツクラブ 中３ 44.900 7 柴田茉奈 アクバススポーツクラブ 中２ 35.300

8 柴田恭佑 アクバススポーツクラブ 中３ 44.850 7 佐藤優子 なんば体操クラブ 中３ 35.300

8 横山　聖 アクバススポーツクラブ 小６ 44.850 7 中村綾香 リベラル体操クラブ 中３ 35.300

10 森井裕樹 ＶＩＣスポーツクラブ 中１ 44.800 10 大瀧千波 四天王スポーツクラブ 小６ 34.875

10 荒川紗伎 リベラル体操クラブ 中２ 34.875

男子  Ａクラス　団体総合 女子  Ａクラス　団体総合

順位 団体総合 順位 団体総合

優勝 137.675 優勝 108.400

2位 136.450 2位 108.175

3位 134.150 3位 102.875

男子  Ａクラス　種目別　つり輪

順位 選手名 所属 学年個人総合

1 森井裕樹 ＶＩＣスポーツクラブ 中１ 9.450

2 池田善雄 大阪体操クラブ 中３ 9.400

3 山本雅賢 アクバススポーツクラブ 中３ 9.350
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