
上位成績者一覧

【　個人総合（４種目）　】 【　団体　】
順位 No. 選手名 学年 府県 所属名 得点 順位 No. 府県 得点

1 57 小西 野乃花 中２ 京都 みやび新体操クラブ 53.450 1 12 大阪府 14.400

2 59 安藤  　愛莉 中２ 兵庫 宝塚サニー新体操クラブ 51.850 2 6 兵庫県 13.500

3 53 堅田    希颯 中１ 兵庫 宝塚サニー新体操クラブ 49.400 3 11 奈良県 13.450

4 56 森田　　深紅 中２ 奈良 ミュゼ新体操クラブ 48.500 4 8 兵庫県 12.850

5 55 安原　　詩織 中２ 大阪 すみれRG 46.550 5 10 滋賀県 12.100

6 47 松崎   　梨恩 中３ 兵庫 神戸すみれ新体操クラブ 45.900 6 2 兵庫県 11.950

7 50 大西　　彩水 高１ 奈良 ミュゼ新体操クラブ 45.550

8 25 穂垣　　舞佳 中２ 大阪 すみれRG 45.350

9 35 石川　   愛菜 中２ 兵庫 宝塚サニー新体操クラブ 45.200

10 49 森　　　　　愛 中３ 大阪 すみれRG 44.300

【　種目別（ロープ）　】 【　種目別（ボール）　】
順位 No. 選手名 学年 府県 所属名 得点 順位 No. 学年 府県 得点

1 57 小西 野乃花 中２ 京都 みやび新体操クラブ 13.400 1 57 中２ 京都 13.600

2 59 安藤  　愛莉 中２ 兵庫 宝塚サニー新体操クラブ 13.200 2 59 中２ 兵庫 13.100

3 53 堅田    希颯 中１ 兵庫 宝塚サニー新体操クラブ 12.550 3 56 中２ 奈良 12.000

3 56 森田　　深紅 中２ 奈良 ミュゼ新体操クラブ 12.550 4 53 中１ 兵庫 11.900

5 55 安原　　詩織 中２ 大阪 すみれRG 12.500 5 50 高１ 奈良 11.450

6 47 松崎   　梨恩 中３ 兵庫 神戸すみれ新体操クラブ 12.100 6 38 中２ 奈良 11.350

6 37 中１ 大阪 11.350

【　種目別（フープ）　】 【　種目別（クラブ)　】
順位 No. 選手名 学年 府県 所属名 得点 順位 No. 学年 府県 得点

1 57 小西 野乃花 中２ 京都 みやび新体操クラブ 12.750 1 57 中２ 京都 13.700

2 59 安藤  　愛莉 中２ 兵庫 宝塚サニー新体操クラブ 12.600 2 59 中２ 兵庫 12.950

3 56 森田　　深紅 中２ 奈良 ミュゼ新体操クラブ 12.500 3 53 中１ 兵庫 12.550

4 53 堅田    希颯 中１ 兵庫 宝塚サニー新体操クラブ 12.400 4 25 中２ 大阪 11.550

5 47 松崎   　梨恩 中３ 兵庫 神戸すみれ新体操クラブ 12.000 5 56 中２ 奈良 11.450

6 55 安原　　詩織 中２ 大阪 すみれRG 11.650 6 41 中１ 兵庫 11.350
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