
 2011年9月18日
男子　速報　Ｎｏ．９

男子　府県対抗 第２８回近畿ジュニア体操競技選手権大会

奈良県立橿原公苑第１体育館

順位 府県名 Ａクラス ポイント Ｂクラス ポイント Ｃクラス ポイント ポイント計

１ 大　阪 109.250 10 73.450 8 74.950 10 28

２ 兵　庫 101.800 4 72.900 6 71.800 8 18

３ 滋　賀 104.800 6 71.700 2 64.400 4 12

３ 京　都 101.300 2 72.675 4 70.900 6 12

３ 奈　良 100.350 1 74.350 10 36.250 1 12

６ 和歌山 105.900 8 71.650 1 54.100 2 11



2011年9月17日
男子　速報　Ｎｏ．４

男子　Ａクラス　種目別　表彰者 第２８回近畿ジュニア体操競技選手権大会

奈良県立橿原公苑第１体育館

個人総合
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

1 粟野　和樹 中３ アクバススポーツクラブ大　阪 54.900

2 寺地祐次郎 中１ Ｋ・Ｒ・Ｍ体操センター 滋　賀 54.600

3 山中　香太 中３ 玉川体操クラブ 大　阪 54.350

4 南　　亜蘭 中２ なんば体操クラブ 大　阪 54.100

5 上田　直樹 中１ 大阪体操クラブ 大　阪 53.300

6 古田　一馬 中３ 歌山オレンジ体操クラ 和歌山 53.200

7 楠川　雄太 中３田辺ジュニア体操クラブ和歌山 52.700

8 山根　直記 中１ なんば体操クラブ 大　阪 52.150

9 安井佑太朗 中２ 玉川体操クラブ 大　阪 52.050

10 白川　理久 中２ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 51.200

ゆ　か あん馬 つり輪
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 寺地祐次郎 中１ Ｋ・Ｒ・Ｍ体操センター 滋　賀 9.250 １ 古田　一馬 中３ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山 9.700 １ 寺地祐次郎 中１ Ｋ・Ｒ・Ｍ体操センター 滋　賀 9.200

２ 山中　香太 中３ 玉川体操クラブ 大　阪 9.200 ２ 粟野　和樹 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪 9.600 ２ 南　　亜蘭 中２ なんば体操クラブ 大　阪 9.150

２ 南 亜蘭 中２ なんば体操クラブ 大 阪 9 200 ３ 上田 直樹 中１ 大阪体操クラブ 大 阪 9 050 ３ 山中 香太 中３ 玉川体操クラブ 大 阪 9 100２ 南　　亜蘭 中２ なんば体操クラブ 大　阪 9.200 ３ 上田　直樹 中１ 大阪体操クラブ 大　阪 9.050 ３ 山中　香太 中３ 玉川体操クラブ 大　阪 9.100

２ 楠川　雄太 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 9.200 ４ 寺地祐次郎 中１ Ｋ・Ｒ・Ｍ体操センター 滋　賀 8.950 ４ 中西　亮雅 中２ ディナモ体操クラブ 京　都 8.850

５ 佐藤　誠朗 中１ 栗東体操クラブ 滋　賀 9.150 ５ 山中　香太 中３ 玉川体操クラブ 大　阪 8.750 ４ 楠川　雄太 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 8.850

６ 大村　幸輝 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 9.050 ５ 楠川　雄太 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 8.750 ６ 古田　一馬 中３ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山 8.800

６ 上田　直樹 中１ 大阪体操クラブ 大　阪 9.050

６ 安井佑太朗 中２ 玉川体操クラブ 大　阪 9.050

跳　馬 平行棒 鉄　棒
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 楠川　雄太 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 9.550 １ 粟野　和樹 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪 9.450 １ 粟野　和樹 中３ アクバススポーツクラブ 大　阪 9.450

２ 古田　一馬 中３ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山 9.300 ２ 山根　直記 中１ なんば体操クラブ 大　阪 9.400 ２ 南　　亜蘭 中２ なんば体操クラブ 大　阪 9.200

３ 寺地祐次郎 中１ Ｋ・Ｒ・Ｍ体操センター 滋　賀 9.250 ３ 山中　香太 中３ 玉川体操クラブ 大　阪 9.350 ３ 楠川　雄太 中３ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 8.900

４ 南　　亜蘭 中２ なんば体操クラブ 大　阪 9.200 ４ 寺地祐次郎 中１ Ｋ・Ｒ・Ｍ体操センター 滋　賀 9.300 ４ 橋岡　英輝 中３ ＫＧＣ体操クラブ 兵　庫 8.850

４ 浅田　宥人 中１ Ｆantasia Square体操スクール 滋　賀 9.200 ５ 橋岡　英輝 中３ ＫＧＣ体操クラブ 兵　庫 9.250 ５ 山中　香太 中３ 玉川体操クラブ 大　阪 8.800

４ 竹端　優人 中３ 栗東体操クラブ 滋　賀 9.200 ５ 中西　亮雅 中２ ディナモ体操クラブ 京　都 9.250 ６ 安井佑太朗 中２ 玉川体操クラブ 大　阪 8.700



2011年9月18日
男子　速報　Ｎｏ．８

男子　Ｂクラス　種目別　表彰者 第２８回近畿ジュニア体操競技選手権大会

奈良県立橿原公苑第１体育館

個人総合
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

1 島田　　葵 小５ ライブ体操クラブ 奈　良 37.325

2 笹川　　雅 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 37.275

3 桑野　央琿 小６ ライブ体操クラブ 奈　良 37.025

4 笹部　康晴 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 36.850

5 高田　佑貴 小６ マック体操クラブ羽曳野 大　阪 36.800

6 山本敬太郎 小６ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山 36.700

7 石澤　大翔 小５ トミオカ体操クラブ 大　阪 36.650

8 立花秀太朗 小５ なんば体操クラブ 大　阪 36.400

9 田丸　拓也 小５ ライブ体操クラブ 奈　良 36.350

10 竹端健太郎 小６ 栗東体操クラブ 滋　賀 36.150

ゆ　か あん馬 つり輪
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 島田　　葵 小５ ライブ体操クラブ 奈　良 9.400 １ 島田　　葵 小５ ライブ体操クラブ 奈　良 9.875 １ 笹部　康晴 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 9.400

２ 石澤　大翔 小５ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.200 ２ 桑野　央琿 小６ ライブ体操クラブ 奈　良 9.825 ２ 石澤　大翔 小５ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.350

２ 笹川 雅 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京 都 9 200 ３ 石澤 大翔 小５ トミオカ体操クラブ 大 阪 9 800 ３ 高田 佑貴 小６ マ ク体操クラブ羽曳野 大 阪 9 300２ 笹川　　雅 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 9.200 ３ 石澤　大翔 小５ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.800 ３ 高田　佑貴 小６ マック体操クラブ羽曳野 大　阪 9.300

４ 山本敬太郎 小６ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山 9.100 ４ 中田　雅貴 小６ 田辺ジュニア体操クラブ 和歌山 9.700 ４ 市田　一真 小６ ＧＧＳクラブ 大　阪 9.250

５ 濱田　　匠 小６ ライブ体操クラブ 奈　良 9.050 ５ 笹川　　雅 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 9.675 ５ 津浦　功記 小６ ＶＩＣスポーツクラブ 大　阪 9.050

５ 笹部　康晴 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 9.050 ６ 高田　佑貴 小６ マック体操クラブ羽曳野 大　阪 9.650 ５ 川上　隼輝 小６ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 9.050

６ 野口　茂樹 小６ ライブ体操クラブ 奈　良 9.650

跳　馬 平行棒 鉄　棒
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 濱野　　魁 小５ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 9.550 １ 石澤　大翔 小５ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.500 １ 笹川　　雅 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 9.250

２ 田丸　拓也 小５ ライブ体操クラブ 奈　良 9.500 ２ 笹川　　雅 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 9.250 ２ 笹部　康晴 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 9.000

３ 桑野　央琿 小６ ライブ体操クラブ 奈　良 9.450 ３ 木下　　渚 小４ 大阪体操クラブ 大　阪 9.000 ３ 高田　佑貴 小６ マック体操クラブ羽曳野 大　阪 8.950

３ 山本敬太郎 小６ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山 9.450 ４ 津浦　功記 小６ ＶＩＣスポーツクラブ 大　阪 8.950 ４ 立花秀太朗 小５ なんば体操クラブ 大　阪 8.900

５ 高田　佑貴 小６ マック体操クラブ羽曳野 大　阪 9.400 ５ 市田　一真 小６ ＧＧＳクラブ 大　阪 8.900 ５ 島田　　葵 小５ ライブ体操クラブ 奈　良 8.800

５ 作田　凌一 小６ 長岡体操クラブ 京　都 9.400 ６ 笹部　康晴 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 8.850 ５ 山本敬太郎 小６ 和歌山オレンジ体操クラブ 和歌山 8.800

５ 嶋田　匠良 小６ スペック体育クラブ 大　阪 9.400



2011年9月17日
男子　速報　Ｎｏ．２

男子　Ｃクラス　種目別　表彰者 第２８回近畿ジュニア体操競技選手権大会

奈良県立橿原公苑第１体育館

個人総合
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

1 北園　丈琉 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 37.950

2 板橋　悠迅 小２ トミオカ体操クラブ 大　阪 37.000

3 島田　蒼汰 小２ ライブ体操クラブ 奈　良 36.250

4 田口　　壮 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 36.200

5 中埜　瞬介 小３ マックスポーツ堺一条 大　阪 36.150

6 金原　寛門 小３ なんば体操クラブ 大　阪 36.100

7 玉井　大尊 小２ ＧＧＳクラブ 大　阪 35.950

7 畑野　海斗 小３ ＫＧＣ体操クラブ 兵　庫 35.950

9 佐藤　　匠 小３ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 35.850

10 北本　千真 小２ スペック体育クラブ 大　阪 35.500

ゆ　か あん馬
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 北園　丈琉 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.450 １ 金原　寛門 小３ なんば体操クラブ 大　阪 9.800

２ 畑野　海斗 小３ ＫＧＣ体操クラブ 兵　庫 9.250 ２ 板橋　悠迅 小２ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.600

３ 田口 壮 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京 都 8 950 ３ 北園 丈琉 小３ トミオカ体操クラブ 大 阪 9 550３ 田口　　壮 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 8.950 ３ 北園　丈琉 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.550

４ 島田　蒼汰 小２ ライブ体操クラブ 奈　良 8.900 ４ 中埜　瞬介 小３ マックスポーツ堺一条 大　阪 9.500

５ 佐藤　　匠 小３ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 8.850 ５ 北本　千真 小２ スペック体育クラブ 大　阪 9.400

６ 金原　寛門 小３ なんば体操クラブ 大　阪 8.800 ５ 中嶋　陽登 小３ 姫路市スポーツ会館 兵　庫 9.400

６ 中埜　瞬介 小３ マックスポーツ堺一条 大　阪 8.800

跳　馬 鉄　棒
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 北園　丈琉 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.450 １ 北園　丈琉 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.500

２ 田口　　壮 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 9.400 ２ 板橋　悠迅 小２ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.350

３ 金原　寛門 小３ なんば体操クラブ 大　阪 9.350 ３ 玉井　大尊 小２ ＧＧＳクラブ 大　阪 9.050

３ 中埜　瞬介 小３ マックスポーツ堺一条 大　阪 9.350 ４ 佐藤　　匠 小３ コナミスポーツクラブ本店西宮 兵　庫 8.950

５ 畑野　海斗 小３ ＫＧＣ体操クラブ 兵　庫 9.300 ５ 島田　蒼汰 小２ ライブ体操クラブ 奈　良 8.900

５ 板橋　悠迅 小２ トミオカ体操クラブ 大　阪 9.300 ６ 北本　千真 小２ スペック体育クラブ 大　阪 8.850



 2011年9月18日
女子　速報　Ｎｏ．９

女子　府県対抗 第２８回近畿ジュニア体操競技選手権大会

奈良県立橿原公苑第１体育館

順位 府県名 Ａクラス ポイント Ｂクラス ポイント Ｃクラス ポイント ポイント計

１ 大　阪 99.900 10 99.450 10 92.850 10 30

２ 京　都 92.100 6 96.150 8 84.700 6 20

３ 兵　庫 90.950 4 80.000 2 88.450 8 14

３ 奈　良 92.450 8 83.800 4 75.850 2 14

５ 和歌山 83.500 1 90.650 6 0.000 1 8

６ 滋　賀 89.800 2 78.250 1 78.500 4 7



 2011年9月17日
女子　速報　Ｎｏ．４

女子　Ａクラス　種目別　表彰者 第２８回近畿ジュニア体操競技選手権大会

奈良県立橿原公苑第１体育館

個人総合
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

1 小倉佳奈子 中３ リベラル体操クラブ 大　阪 51.250

2 中村有美香 中２ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 48.650

3 本田　美波 中２ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 48.300

4 松島　良音 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 48.100

5 花岡　奈菜 中２ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 47.900

6 竹谷　清花 中２ Ｋ・Ｒ・Ｍ体操センター 滋　賀 47.750

7 柳井　彩水 中２ トミオカ体操クラブ 大　阪 47.000

8 谷口　弥生 中２ ディナモ体操クラブ 京　都 46.350

9 北水　晴菜 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 45.750

10 齋藤　みく 中２ 大阪青山体操クラブ 大　阪 45.550

跳　馬 段違い平行棒
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 小倉佳奈子 中３ リベラル体操クラブ 大　阪 13.200 １ 中村有美香 中２ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 12.600

１ 竹谷　清花 中２ Ｋ・Ｒ・Ｍ体操センター 滋　賀 13.200 ２ 花岡　奈菜 中２ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 12.500

３ 石塚 萌花 中３ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山 12 850 ３ 小倉佳奈子 中３ リベラル体操クラブ 大 阪 12 200３ 石塚　萌花 中３ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山 12.850 ３ 小倉佳奈子 中３ リベラル体操クラブ 大　阪 12.200

４ 齋藤　みく 中２ 大阪青山体操クラブ 大　阪 12.350 ４ 松島　良音 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 12.100

５ 山根ほのか 中３ マックスポーツ加古川 兵　庫 12.200 ５ 本田　美波 中２ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 11.950

５ 本田　美波 中２ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 12.200 ６ 北水　晴菜 中３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 11.700

平均台 ゆ　か
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 中村有美香 中２ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 13.200 １ 小倉佳奈子 中３ リベラル体操クラブ 大　阪 12.950

２ 小倉佳奈子 中３ リベラル体操クラブ 大　阪 12.900 ２ 谷口　弥生 中２ ディナモ体操クラブ 京　都 12.500

３ 本田　美波 中２ 尼崎シニア体操教室 兵　庫 12.600 ３ 石塚　萌花 中３ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山 12.250

４ 松島　良音 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 12.300 ４ 松島　良音 中３ ガンバ体操クラブ 奈　良 12.200

５ 今西　叶莉 中１ 一条ジュニア体操クラブ 奈　良 12.150 ４ 柳井　彩水 中２ トミオカ体操クラブ 大　阪 12.200

５ 花岡　奈菜 中２ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 12.150 ６ 今北　璃菜 中１ ガンバ体操クラブ 奈　良 12.050

６ 寺沢　彩花 中２ ディナモ体操クラブ 京　都 12.050



 2011年9月18日
女子　速報　Ｎｏ．８

女子　Ｂクラス　種目別　表彰者 第２８回近畿ジュニア体操競技選手権大会

奈良県立橿原公苑第１体育館

個人総合
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

1 安井　若菜 小６ 玉川体操クラブ 大　阪 50.900

2 中路　紫帆 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 49.300

3 杉原　愛子 小６ 羽衣体操クラブ 大　阪 48.550

4 川尻　采奈 小６ トミオカ体操クラブ 大　阪 47.500

4 西田　伊吹 小５ なんば体操クラブ 大　阪 47.500

6 葛城　七星 小５ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山 47.000

7 藤塚　歩美 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 46.850

7 小峠　真椰 小５ アクバススポーツクラブ 大　阪 46.850

9 大戸　泉輝 小６ ディナモ体操クラブ 京　都 46.800

10 丹野　世菜 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 46.350

跳　馬 段違い平行棒
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 西田　伊吹 小５ なんば体操クラブ 大　阪 12.500 １ 安井　若菜 小６ 玉川体操クラブ 大　阪 13.000

２ 中路　紫帆 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 12.400 ２ 中路　紫帆 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 12.350

２ 杉原 愛子 小６ 羽衣体操クラブ 大 阪 12 400 ３ 川尻 采奈 小６ トミオカ体操クラブ 大 阪 12 000２ 杉原　愛子 小６ 羽衣体操クラブ 大　阪 12.400 ３ 川尻　采奈 小６ トミオカ体操クラブ 大　阪 12.000

２ 安井　若菜 小６ 玉川体操クラブ 大　阪 12.400 ３ 杉原　愛子 小６ 羽衣体操クラブ 大　阪 12.000

５ 大戸　泉輝 小６ ディナモ体操クラブ 京　都 12.350 ５ 片岡万優子 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 11.850

６ 丹野　世菜 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 12.200 ６ 小峠　真椰 小５ アクバススポーツクラブ 大　阪 11.800

平均台 ゆ　か
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 安井　若菜 小６ 玉川体操クラブ 大　阪 13.000 １ 杉原　愛子 小６ 羽衣体操クラブ 大　阪 12.800

２ 中路　紫帆 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 12.550 ２ 安井　若菜 小６ 玉川体操クラブ 大　阪 12.500

３ 藤塚　歩美 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 12.300 ３ 藤塚　歩美 小５ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 12.400

４ 片岡万優子 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 12.200 ４ 川尻　采奈 小６ トミオカ体操クラブ 大　阪 12.350

５ 葛城　七星 小５ 和歌山ジュニア体操クラブ 和歌山 12.000 ５ 大戸　泉輝 小６ ディナモ体操クラブ 京　都 12.300

６ 古賀　友佳 小５ ディナモ体操クラブ 京　都 11.900 ５ 丹野　世菜 小６ 京都スイトピア体操クラブ 京　都 12.300
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女子　Ｃクラス　種目別　表彰者 第２８回近畿ジュニア体操競技選手権大会

奈良県立橿原公苑第１体育館

個人総合
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

1 村上　優妃 小３ アクバススポーツクラブ 大　阪 47.700

2 古林　愛理 小３ 神戸ジュニア体操クラブ 兵　庫 46.500

3 瀬尾　瑞希 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 45.150

4 辻野　彩夏 小３ リベラル体操クラブ 大　阪 45.100

5 西本　夏希 小３ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 44.050

6 黒塚　留貴 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 43.750

7 石澤　未来 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 42.400

8 西川　真萌 小３ 姫商ジュニア体操クラブ 兵　庫 41.950

9 高橋 ヒカル 小３ リベラル体操クラブ 大　阪 41.850

10 中村　清香 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 40.950

跳　馬 段違い平行棒
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 古林　愛理 小３ 神戸ジュニア体操クラブ 兵　庫 11.250 １ 村上　優妃 小３ アクバススポーツクラブ 大　阪 12.700

２ 瀬尾　瑞希 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 10.950 ２ 西本　夏希 小３ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 12.300

３ 西川 真萌 小３ 姫商ジュニア体操クラブ 兵 庫 10 700 ３ 辻野 彩夏 小３ リベラル体操クラブ 大 阪 12 050３ 西川　真萌 小３ 姫商ジュニア体操クラブ 兵　庫 10.700 ３ 辻野　彩夏 小３ リベラル体操クラブ 大　阪 12.050

４ 村上　優妃 小３ アクバススポーツクラブ 大　阪 10.600 ４ 古林　愛理 小３ 神戸ジュニア体操クラブ 兵　庫 11.900

５ 吉川　七香 小３ 栗東体操クラブ 滋　賀 10.400 ５ 瀬尾　瑞希 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 11.500

６ 辻野　彩夏 小３ リベラル体操クラブ 大　阪 10.050 ６ 黒塚　留貴 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 11.300

平均台 ゆ　か
順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点 順位 選手名 学年 所属名 府県名 得点

１ 村上　優妃 小３ アクバススポーツクラブ 大　阪 12.400 １ 村上　優妃 小３ アクバススポーツクラブ 大　阪 12.000

２ 瀬尾　瑞希 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 11.850 ２ 古林　愛理 小３ 神戸ジュニア体操クラブ 兵　庫 11.500

２ 古林　愛理 小３ 神戸ジュニア体操クラブ 兵　庫 11.850 ３ 辻野　彩夏 小３ リベラル体操クラブ 大　阪 11.200

４ 辻野　彩夏 小３ リベラル体操クラブ 大　阪 11.800 ４ 黒塚　留貴 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 11.150

５ 黒塚　留貴 小３ 京都ジャンピング体操クラブ 京　都 11.650 ５ 石澤　未来 小３ トミオカ体操クラブ 大　阪 10.950

６ 西本　夏希 小３ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 11.200 ６ 西本　夏希 小３ 四天王寺スポーツクラブ 大　阪 10.900
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