
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 今岡 一斗 マック体操クラブ羽曳野 小３ 38.550 1 野口 奈穂 羽衣体操クラブ 小３ 37.750

2 牧元 一真 マック体操クラブ羽曳野 小４ 38.300 2 古川 栞 スペック体育クラブ 小６ 37.700

3 高田 佑貴 マック体操クラブ羽曳野 小４ 38.250 3 山川 美菜 羽衣体操クラブ 小６ 37.150

4 石澤 大翔 トミオカ体操クラブ 小３ 37.800 4 橘田 侑佳 リベラル体操クラブ 小３ 36.650

5 平田 龍之介 マック体操クラブ 小２ 37.200 4 水野 日葵 スカイ体操クラブ 小３ 36.650

6 安田 諒 大東スポーツクラブ 小４ 37.000 6 山本 海夕 マックスポーツプラザ堺一条 小５ 36.500

7 近江 奎太 マック体操クラブ 小２ 36.700 6 明野 晴 スペック体育クラブ 小４ 36.500

8 酒牧 弘誠 鳴門体操クラブ 小４ 36.550 8 西田 伊吹 マックスポーツプラザ堺一条 小３ 36.400

9 小川 尚 マック体操クラブ 小２ 36.500 9 佐藤 浩代 スペック体育クラブ 小４ 36.350

10 鈴木 悠真 大東スポーツクラブ 小６ 36.250 10 川崎 璃子 羽衣体操クラブ 小５ 36.150

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 田中 樹 トミオカ体操クラブ 小６ 48.100 1 中路 紫帆 京都ジャンピング体操クラブ 小３ 48.800
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女子  Ｃクラス男子  Ｃクラス

2 上田 直樹 大阪体操クラブ 小５ 47.900 2 田村 夏々 なんば体操クラブ 小５ 47.350

3 川崎 悠雅 トミオカ体操クラブ 小６ 47.550 3 黒田 一紗 トミオカ体操クラブ 小４ 47.250

4 春木 三憲 マックスポーツプラザ堺一条 小５ 47.250 4 前川 なつみ 四天王寺スポーツクラブ 小５ 46.900

5 立石 卓也 マックスポーツプラザ堺一条 中１ 46.800 5 田渕 穂の可 鳴門体操クラブ 小５ 46.800

5 山根 直記 なんば体操クラブ 小５ 46.800 6 小峠 真椰 アクバススポーツクラブ 小３ 46.750

5 高濱 慶介 玉川体操クラブ 小５ 46.800 7 山岡 彩乃 四天王寺スポーツクラブ 小６ 46.500

5 山本 麗 アクバススポーツクラブ鶴見 小６ 46.800 8 堅田 結衣 マックスポーツプラザ堺一条 小６ 46.450

9 伊原 侑吾 トミオカ体操クラブ 小６ 46.750 9 松田 雲母 マック体操クラブ 小５ 46.350

10 田浦 諒也 アクバススポーツクラブ 小５ 46.650 10 岡部 梨花 マック体操クラブ 小５ 46.300

10 門畑 一花 マック体操クラブ羽曳野 小５ 46.300

10 高橋 こころ リベラル体操クラブ 小６ 46.300

1 山根 直記 なんば体操クラブ 小５ 9.550

2 大下 克哉 大阪青山体操クラブ 小６ 9.500

3 池田 斗南 スカイ体操クラブ 小６ 9.350

男子  Ｃクラス奨励種目（つり輪）
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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 南 亜蘭 なんば体操クラブ 小６ 55.650 1 庄谷 友実子 羽衣体操クラブ 中２ 49.950

2 森 雅紀 CIMA体操クラブ 中２ 54.800 2 安井 若菜 玉川体操クラブ 小４ 49.800

3 寺地 祐次郎 栗東市体操協会 小５ 54.600 3 山﨑 絵里菜 四天王寺スポーツクラブ 中１ 48.450

4 前田 和威 なんば体操クラブ 中３ 54.150 4 古賀 菜月 なんば体操クラブ 小６ 48.300

5 粟野 和樹 アクバススポーツクラブ 中１ 53.700 5 小林 太佳美 トミオカ体操クラブ 中２ 48.200

6 山中 香太 玉川体操クラブ 中１ 53.450 6 市田 幸 東大阪体操クラブ 中２ 48.100

7 宮田 将気 大阪青山体操クラブ 中１ 53.300 7 冨永 光希 リベラル体操クラブ 中２ 47.900

8 長谷川 瑞樹 大阪体操クラブ 小６ 52.850 8 中村 有美香 四天王寺スポーツクラブ 小６ 47.800

8 平岡 拓夢 アクバススポーツクラブ 中１ 52.850 9 小林 実優 CIMA体操クラブ 中１ 47.650

10 堂北 朝陽 スカイ体操クラブ 中１ 52.400 10 森 捺美 CIMA体操クラブ 小６ 47.600

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 鈴木 湧 栗東市体操協会 中３ 55.500 1 湖山 乃雅 京都ジャンピング体操クラブ 中２ 57.100

2 黒木 翔斗 VICスポーツクラブ 中３ 54.200 2 石井 友梨 京都ジャンピング体操クラブ 中１ 56.600

男子  Ａクラス　個人総合 女子  Ａクラス　個人総合

女子  Ｂクラス男子  Ｂクラス

3 田浦 誠也 アクバススポーツクラブ 中２ 54.150 3 吉谷 優子 なんば体操クラブ 中３ 53.550

4 瀬立 憲翔 アクバススポーツクラブ 中３ 53.800 4 野口 真莉乃 羽衣体操クラブ 中１ 52.850

4 内田 遼 アクバススポーツクラブ 中２ 53.800 5 藤木 琴葉 京都ジャンピング体操クラブ 中２ 52.750

6 西村 秀樹 なんば体操クラブ 中３ 53.650 6 今西 湖春 京都ジャンピング体操クラブ 中２ 52.500

7 鈴木 颯太 大阪青山体操クラブ 中２ 53.600 7 杉本 阿美 羽衣体操クラブ 中１ 52.350

8 三輪 育矢 大阪体操クラブ 中３ 53.550 8 足立 なつき ディナモ体操クラブ 中１ 51.900

9 橋川 和真 スカイ体操クラブ 中３ 53.200 9 東岡 夏央 四天王寺スポーツクラブ 中２ 51.800

10 五島 誉博 栗東市体操協会 中２ 52.950 10 中村 春香 四天王寺スポーツクラブ 中３ 51.800

順位 団体総合 順位 団体総合

1 161.800 1 168.600

2 160.550 2 154.000

3 159.350 3 149.000

アクバススポーツクラブ

大阪体操クラブ

京都ジャンピング体操クラブ

四天王寺スポーツクラブ

リベラル体操クラブ

所　　属

女子  Ａクラス　団体総合

栗東市体操協会

所　　属

男子  Ａクラス　団体総合



男子  Ｃクラス 女子  Ｃクラス 補欠

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 田中 樹 トミオカ体操クラブ 小６ 38.600 1 田村 夏々 なんば体操クラブ 小５ 47.350

2 上田 直樹 大阪体操クラブ 小５ 38.300 2 黒田 一紗 トミオカ体操クラブ 小４ 47.250

3 春木 三憲 マックスポーツプラザ堺一条 小５ 38.200 3 前川 なつみ 四天王寺スポーツクラブ 小５ 46.900

4 大下 克哉 大阪青山体操クラブ 小６ 38.050 4 小峠 真椰 アクバススポーツクラブ 小３ 46.750

5 池田 斗南 スカイ体操クラブ 小６ 38.050 5 山岡 彩乃 四天王寺スポーツクラブ 小６ 46.500

6 川崎 悠雅 トミオカ体操クラブ 小６ 37.850 6 堅田 結衣 マックスポーツプラザ堺一条 小６ 46.450

7 田浦 諒也 アクバススポーツクラブ 小５ 37.850 7 松田 雲母 マック体操クラブ 小５ 46.350

8 山本 麗 アクバススポーツクラブ鶴見 小６ 37.750 8 岡部 梨花 マック体操クラブ 小５ 46.300

9 高濱 慶介 玉川体操クラブ 小５ 37.600 9 門畑 一花 マック体操クラブ羽曳野 小５ 46.300

10 立石 卓也 マックスポーツプラザ堺一条 中１ 37.600 10 高橋 こころ リベラル体操クラブ 小６ 46.300

女子  Ｂクラス
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 南 亜蘭 なんば体操クラブ 小６ 37.600 1 庄谷 友実子 羽衣体操クラブ 中２ 49.950

2 森 雅紀 CIMA体操クラブ 中２ 37.050 2 安井 若菜 玉川体操クラブ 小４ 49.800

3 粟野 和樹 アクバススポーツクラブ 中１ 36.750 3 山﨑 絵里菜 四天王寺スポーツクラブ 中１ 48.450

4 山中 香太 玉川体操クラブ 中１ 36.200 4 古賀 菜月 なんば体操クラブ 小６ 48.300

5 前田 和威 なんば体操クラブ 中３ 35.950 5 小林 太佳美 トミオカ体操クラブ 中２ 48.200

6 宮田 将気 大阪青山体操クラブ 中１ 35.850 6 市田 幸 東大阪体操クラブ 中２ 48.100

予選結果
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7 平岡 拓夢 アクバススポーツクラブ 中１ 35.800 7 冨永 光希 リベラル体操クラブ 中２ 47.900

8 長谷川 瑞樹 大阪体操クラブ 小６ 35.750 8 中村 有美香 四天王寺スポーツクラブ 小６ 47.800

9 芳本 玲央 VICスポーツクラブ 中３ 34.950 9 小林 実優 CIMA体操クラブ 中１ 47.650

10 堂北 朝陽 スカイ体操クラブ 中１ 34.850 10 森 捺美 CIMA体操クラブ 小６ 47.600

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 黒木 翔斗 VICスポーツクラブ 中３ 54.200 1 吉谷 優子 なんば体操クラブ 中３ 53.550

2 田浦 誠也 アクバススポーツクラブ 中２ 54.150 2 野口 真莉乃 羽衣体操クラブ 中１ 52.850

3 瀬立 憲翔 アクバススポーツクラブ 中３ 53.800 3 杉本 阿美 羽衣体操クラブ 中１ 52.350

4 内田 遼 アクバススポーツクラブ 中２ 53.800 4 東岡 夏央 四天王寺スポーツクラブ 中２ 51.800

5 西村 秀樹 なんば体操クラブ 中３ 53.650 5 中村 春香 四天王寺スポーツクラブ 中３ 51.800

6 鈴木 颯太 大阪青山体操クラブ 中２ 53.600 6 杉原 好栄 羽衣体操クラブ 中２ 51.150

7 三輪 育矢 大阪体操クラブ 中３ 53.550 7 上吹越 玲 リベラル体操クラブ 中１ 50.850

8 橋川 和真 スカイ体操クラブ 中３ 53.200 8 嶋岡 みのり 大阪青山体操クラブ 中２ 50.750
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