
＜大阪府私立中学校高等学校体育連盟＞

男子団体総合 女子団体総合

順位 得　点 順位 得　点

優勝 198.800 優勝 102.650

2位 66.100

3位 47.850

男子個人総合 女子個人総合

順位 得　点 順位 得　点

優勝 泉谷　敬志 (清風中学校) 70.400 優勝 井畑　佳奈子 (大阪信愛女学院) 37.500

2位 土井　伸之輔 (清風中学校) 70.200 2位 仁波　世海 (大阪信愛女学院) 34.350

3位 奥野　岳史 (清風中学校) 68.600 3位 前嶋　恵実 (大阪信愛女学院) 30.800

4位 田中　樹 (清風中学校) 54.300

5位 長谷川　瑞樹 (清風中学校) 50.300

男子種目別 女子種目別

順位 得　点 順位 得　点

1位 泉谷　敬志 (清風中学校) 12.900 1位 井畑　佳奈子 (大阪信愛女学院) 13.800

選　手　名

選　手　名
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清風中学校

学　校　名 学　校　名

選　手　名

プール学院

同志社香里

選　手　名

大阪信愛女学院

2位 土井　伸之輔 (清風中学校) 12.300 2位 仁波　世海 (大阪信愛女学院) 12.300

3位 奥野　岳史 (清風中学校) 12.200 3位 前嶋　恵実 (大阪信愛女学院) 10.400

1位 泉谷　敬志 (清風中学校) 11.200 1位 仁波　世海 (大阪信愛女学院) 11.550

2位 土井　伸之輔 (清風中学校) 10.200 2位 井畑　佳奈子 (大阪信愛女学院) 11.200

3位 奥野　岳史 (清風中学校) 5.400

1位 土井　伸之輔 (清風中学校) 11.700 1位 仁波　世海 (大阪信愛女学院) 12.600

2位 奥野　岳史 (清風中学校) 11.100 2位 井畑　佳奈子 (大阪信愛女学院) 12.300

3位 泉谷　敬志 (清風中学校) 10.300 3位 前嶋　恵実 (大阪信愛女学院) 10.300

1位 奥野　岳史 (清風中学校) 14.900 1位 井畑　佳奈子 (大阪信愛女学院) 11.400

2位 泉谷　敬志 (清風中学校) 13.300 2位 前嶋　恵実 (大阪信愛女学院) 10.100

3位 土井　伸之輔 (清風中学校) 12.700 3位 仁波　世海 (大阪信愛女学院) 9.450

1位 奥野　岳史 (清風中学校) 12.300

2位 土井　伸之輔 (清風中学校) 11.600

3位 泉谷　敬志 (清風中学校) 11.000

1位 奥野　岳史 (清風中学校) 12.700

2位 土井　伸之輔 (清風中学校) 11.700

2位 泉谷　敬志 (清風中学校) 11.700

ゆか

平行棒
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つり輪

ゆか

平均台

段
違
い
平
行
棒

跳馬



＜大阪府私立中学校高等学校体育連盟＞

男子団体総合 女子団体総合

順位 得　点 順位 得　点

優勝 256.800 優勝 167.550

2位 238.700 2位 165.450

3位 89.200 3位 153.350

4位 130.600

5位 106.300

6位 53.550

男子個人総合 女子個人総合

順位 得　点 順位 得　点

優勝 横山 聖 (清風) 86.200 優勝 小山 愛 (大阪信愛女学院) 57.900

2位 小林 亮介 (清風) 85.100 2位 大瀧 千波 (四天王寺) 57.750

3位 中嶋 宏太 (清風) 84.200 3位 中條 加奈子 (大阪信愛女学院) 55.150

4位 古谷 嘉章 (清風) 82.000 4位 宮地 千穂 (宣真) 54.700

選　手　名

堺女子

選　手　名

羽衣学園

清風 四天王寺

太成学院大学 大阪信愛女学院

同志社香里 宣真

樟蔭
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学　校　名 学　校　名

4位 古谷 嘉章 (清風) 82.000 4位 宮地 千穂 (宣真) 54.700

5位 市瀬 達貴 (清風) 81.500 5位 辻本 佳菜美 (四天王寺) 54.400

6位 山根 雅記 (清風) 81.200 6位 中村 春香 (四天王寺) 54.250

6位 矢本 恭平 (太成学院大学) 81.200 7位 中野 まゆか (四天王寺) 53.300

8位 石橋 亮 (清風) 80.500 8位 中山 佳奈 (大阪信愛女学院) 51.300

9位 奥本 賢史郎 (清風) 78.300 9位 大橋 麻耶 (四天王寺) 51.200

10位 瀬立 憲翔 (太成学院大学) 77.900 10位 小西 亜梨紗 (宣真) 50.800



男子種目別 女子種目別

順位 得　点 順位 得　点

1位 中嶋 宏太 (清風) 14.300 1位 中條 加奈子 (大阪信愛女学院) 15.450

2位 横山 聖 (清風) 14.100 2位 小山 愛 (大阪信愛女学院) 15.350

3位 市瀬 達貴 (清風) 13.900 3位 中村 春香 (四天王寺) 15.050

3位 古宇田 真央 (太成学院大学) 13.900

1位 小林 亮介 (清風) 14.700 1位 小山 愛 (大阪信愛女学院) 14.250

2位 横山 聖 (清風) 14.000 2位 大瀧 千波 (四天王寺) 14.000

3位 石橋 亮 (清風) 13.600 3位 中野 まゆか (四天王寺) 13.450

1位 横山 聖 (清風) 14.700 1位 大瀧 千波 (四天王寺) 14.450

2位 古谷 嘉章 (清風) 14.300 2位 荒川　真衣 (羽衣学園) 14.300

3位 小林 亮介 (清風) 14.000 3位 小山 愛 (大阪信愛女学院) 14.150

1位 市瀬 達貴 (清風) 15.300 1位 大瀧 千波 (四天王寺) 14.300

2位 山根 雅記 (清風) 15.200 2位 小山 愛 (大阪信愛女学院) 14.150

3位 中嶋 宏太 (清風) 15.000 3位 中條 加奈子 (大阪信愛女学院) 14.000

1位 横山 聖 (清風) 15.100

ゆか跳馬

あん馬

つり輪 平均台

選　手　名

段
違
い
平
行
棒

ゆか 跳馬

選　手　名

2位 古谷 嘉章 (清風) 14.500

3位 中嶋 宏太 (清風) 14.300

1位 矢本 恭平 (太成学院大学) 14.300

2位 小林 亮介 (清風) 14.000

3位 横山 聖 (清風) 13.800

鉄棒

平行棒
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