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チャイルド男子

順位 得点

1 42.375

2 39.125

ジュニア男子

順位 得点

1 16.75

2 11.60

3 8.70

高校生男子

順位 得点

1 16.75

2 9.15

個人高校生男子

順位 選手名 得点

1 城市　拓人 17.90昇陽高等学校

所属名

コヤマスポーツスクール

REX SPORTS CLUB

所属名

REX SPORTS CLUB

清風中学校A

清風中学校B

所属名

清風高等学校A

清風高等学校B

所属名
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速報№6
【個人　入賞一覧表】
チ ャ イ ル ド
３年生（ボール）
順位 選手名 ふりがな 所属名 得点

1 岡本 彩花 オカモト イロハ すみれRG 7.90
岡邊 沙弓 オカベ サユミ すみれRG 7.45
問屋 宇咲 トイヤ ウサキ すみれRG 7.45

４年生（ロープ）
順位 選手名 ふりがな 所属名 得点

1 大塚 穂乃香 オオツカ ホノカ GGSクラブ 7.40
2 岸村 寿々 キシムラ スズ アミー新体操クラブ 7.35
3 佐々木 優花 ササキ ユウカ アミー新体操クラブ 7.00

５年生（クラブ）
順位 選手名 ふりがな 所属名 得点

1 大上 千尋 オオウエ チヒロ アミー新体操クラブ 8.75
2 尾曲 優奈 オマガリ ユナ アミー新体操クラブ 8.30
3 矢﨑 友佳子 ヤザキ ユカコ サンルナティ新体操クラブ 7.40

６年生（リボン）
順位 選手名 ふりがな 所属名 得点

1 上藤 万依 ウエフジ マイ アートＲＧ 8.00
2 穂垣 舞佳 ホガキ マイカ チェアリーＲ．Ｇ 7.35
3 住吉山 沙南 スミヨシヤマ サナ Y新体操クラブ 7.30

ジュニア 女子 ﾎﾞｰﾙ･ﾘﾎﾞﾝの部
順位 選　手　名 フリガナ 所属名 総合得点

1 熊谷 咲乃 クマガイサキノ アミー新体操クラブ 21.85
2 四宮 瑠莉 シノミヤルリ 樟蔭学園新体操部 21.10
3 笹川 陽加 ササカワ ハルカ すみれRG 20.15
4 堀川 夢叶 ホリカワ ユメカ SOAI RG 19.05
5 川田 星沙 カワタ セイサ すみれＲＧ桜ノ宮 18.45
6 中川 真子 ナカガワマコ アミー新体操クラブ 18.15

高校生 女子 ﾎﾞｰﾙ･ｸﾗﾌﾞの部
順位 選　手　名 フリガナ 所属名 総合得点

1 礒部 桃香 イソベ モモカ 相愛高等学校 23.00
2 濵口 真緒 ハマグチ マオ 樟蔭高等学校 19.05
3 川本 瑠依 カワモト ルイ 相愛高等学校 18.65
4 笠原 ゆい カサハラユイ 相愛高等学校 17.30
5 橋本 侑季 ハシモト ユキ すみれRG 16.10
6 田中 見帆 タナカミホ 樟蔭高等学校 15.15

高校生 女子 ﾎﾞｰﾙ･ﾌｰﾌﾟの部
順位 選　手　名 フリガナ 所属名 総合得点

1 中原 鈴香 ナカハラ スズカ 樟蔭高等学校 17.00

大学生 女子ﾎﾞｰﾙ･ﾌｰﾌﾟの部
順位 選　手　名 フリガナ 所属名 総合得点

1 虎野 絵実子 トラノ エミコ すみれＲＧ桜ノ宮 19.60
2 白井 実希 シライ ミキ 大阪樟蔭女子大学 19.10
3 住木 志穂 スミキ シホ 大阪樟蔭女子大学 12.50
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【 入賞一覧表　～団体の部～ 】

チャイルド

順位 団体名 得点

1 アートジムナスティッククラブ 12.70

2 アミー新体操クラブ 12.45

3 NCCスポーツクラブ 11.90

4 コナミスポーツクラブ香里園 11.40

5 STYLEY 11.25

6 GGSクラブ 11.10

ジュニア女子

順位 団体名 得点

1 すみれRG 14.35

2 樟蔭学園新体操部 12.65

3 すみれＲＧ桜ノ宮 12.30

4 SHOYO RG 9.75

5 Y新体操クラブ 8.65

6 茨木新体操クラブ 8.25

高校生女子の部(クラブ・フープ）

順位 団体名 得点

1 樟蔭高等学校 9.50

高校生女子（クラブ）

順位 団体名 得点

1 金蘭会高等学校 15.20


